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三重県 伊賀市 ①③ 第15回あやま展覧会
あやま文化協会主催による文化サークル活動で制作した作品や阿
山地域に居住する方々の文化芸術作品を展示する展覧会を開催
し、広く市民の方々に鑑賞いただき交流・情報交換していただきま

11月2～4日 あやま文化センター あやま文化協会 無料
阿山公民館
0595-43-0154

三重県 伊賀市 ①
ぬいぐるみとおはなし会＆おとまり
会

お気に入りのぬいぐるみといっしょに絵本の読み聞かせを聞いたあ
と、ぬいぐるみは夜の図書館に泊まります。その様子を写真に撮り、
持ち主に渡します。

11月9日 大山田公民館 大山田図書室 無料
大山田公民館
0595-46-0130

三重県 伊賀市 ③ 昼下がりのミニコンサート 地域で活動している団体等によるミニコンサートを行います。 11月10日 大山田公民館 大山田公民館 無料
大山田公民館
0595-46-0130

三重県 伊賀市 ①③ 『源氏物語絵巻』展
古典の日にちなみ、身近な古典「源氏物語」を展示し、古典に親しむ
機会を提供します。

10月31日～11月27日 青山図書室 青山公民館 無料
青山公民館
0595－52－1110

三重県 伊賀市 ①③ 青山ふるさと美術文化展覧会
文化サークル、老人クラブ、福祉団体、一般の方などが日頃取り組
んでいる書や写真、絵画や工芸などの生涯学習活動の成果を発
表、展示します。

11月9日～11日 青山ホール 青山公民館 無料
青山公民館
0595－52－1110

三重県 伊賀市 ①
伊賀連携フィールド2019年度後期　
市民講座：忍者・忍術学講座

2019年度後期は「創造される忍者」を中心に開講します。
10月26日,11月16日
12月14日,1月25日
2月15日,3月14日（全6回）

ハイトピア伊賀（3階コミュニ
ティ情報プラザホール）

国立大学法人三重大学
伊賀サテライト伊賀連携フィールド

無料 http://ninjacenter.rscn.mie-u.ac.jp/
三重大学国際忍者研究センター
TEL 0595-51-7154

三重県 伊賀市 ①
伊賀連携フィールド2019年度　英語
講座

「ウォール・ストリート」にその名残をとどめるオランダ植民地時代か
ら世界中の人々が集まる現代までニューヨークの時空間の広がりを
小説や詩を読んで追体験しましょう。翻訳もありますので、英語に自
信が無くても大丈夫です。

10月11日,11月8日
12月6日,1月10日
2月7日,3月6日（全6回）

ハイトピア伊賀（3階上野商
工会議所会議室）

国立大学法人三重大学
伊賀サテライト伊賀連携フィールド

http://www.mie-
u.ac.jp/topics/events/2019/08/201
9-3.html

上野商工会議所
TEL 0595-21-0527

全6回3,000円
事前申込（先着順、定員20
名）

三重県 伊賀市 ①
伊賀連携フィールド2019年度　伊賀
忍者古文書講座

忍者に関する古文書を解読し、忍者の実像に迫ります。くずし字に
初めて接する方でも全６回の講座を受講すればひととおりの文章が
読めるようになります。

10月8日,11月12日
12月10日,1月14日
2月4日,3月10日（全6回）

ハイトピア伊賀（3階上野商
工会議所会議室）

国立大学法人三重大学
伊賀サテライト伊賀連携フィールド

http://www.mie-
u.ac.jp/topics/events/2019/08/201
9-4.html

上野商工会議所
TEL 0595-21-0527

全6回3,000円
事前申込（先着順、定員20
名）

三重県 伊勢市 ① ふしぎなおはなし会 図書館スタッフによるおはなし会。 10月3日 伊勢市立小俣図書館 伊勢市立小俣図書館 無料
伊勢市立図書館HP
http://iselib.city.ise.mie.jp

伊勢市立小俣図書館
0596-29-3900

三重県 伊勢市 ① 読書感想画展 募集した読書感想画を展示します。 10月12日～27日 伊勢市立伊勢図書館 伊勢市立伊勢図書館 無料
伊勢市立図書館HP
http://iselib.city.ise.mie.jp

伊勢市立伊勢図書館
0596－21－0077

三重県 伊勢市 ①
秋の読書週間関連行事「本で振り
返る～プレイバック平成～」

小俣図書館所蔵本で平成年間のベストセラーを中心に、平成に刊行
された関連書籍を並べ、改めて平成という時代を振り返る特集コー
ナーを設置。

10月12日～11月7日 伊勢市立小俣図書館 伊勢市立小俣図書館 無料
伊勢市立図書館HP
http://iselib.city.ise.mie.jp

伊勢市立小俣図書館
0596-29-3900

三重県 伊勢市 ③
小俣図書館　古本のリサイクルフェ
ア

廃棄図書や雑誌、家庭で不用になった本を市民や教育機関に提供
することで、市民の読書活動に資する催し。

10月16日～17日
19日～20日

伊勢市立小俣図書館 伊勢市立小俣図書館 無料
伊勢市立図書館HP
http://iselib.city.ise.mie.jp

伊勢市立小俣図書館
0596-29-3900

三重県 伊勢市 ① 上映会 映画の上映会。 10月19日，11月16日 伊勢市立小俣図書館 伊勢市立小俣図書館 無料
伊勢市立図書館HP
http://iselib.city.ise.mie.jp

伊勢市立小俣図書館
0596-29-3900

三重県 伊勢市 ① バリアフリー映画上映会
視覚や聴覚に障がいのある方に楽しんでいただける映画会を実施
します。

10月20日 伊勢市立伊勢図書館 伊勢市立伊勢図書館 無料
伊勢市立図書館HP
http://iselib.city.ise.mie.jp

伊勢市立伊勢図書館
0596－21－0077

三重県 伊勢市 ① ピッポの会・紙芝居 ボランティア団体による紙芝居のおはなし会。 10月20日，11月17日 伊勢市立小俣図書館 伊勢市立小俣図書館 無料
伊勢市立図書館HP
http://iselib.city.ise.mie.jp

伊勢市立小俣図書館
0596-29-3900

三重県 伊勢市 ① 図書館おはなし会＆工作 図書館スタッフによるおはなし会。おはなしの後に、工作を行う。 10月26日 伊勢市立小俣図書館 伊勢市立小俣図書館 無料
伊勢市立図書館HP
http://iselib.city.ise.mie.jp

伊勢市立小俣図書館
0596-29-3900

三重県 伊勢市 ①③ ハロウィン2019
カウンターで「トリックオアトリート」と言ってくれた人に景品をプレゼン
ト。10月27日には英語えほんのおはなし会も実施。

10月26日～27日 伊勢市立小俣図書館 伊勢市立小俣図書館 無料
伊勢市立図書館HP
http://iselib.city.ise.mie.jp

伊勢市立小俣図書館
0596-29-3900

三重県 伊勢市 ①③ ハロウィンおはなし会スペシャル 英語絵本も交えたおはなし会と工作を実施します。 10月27日 伊勢市立伊勢図書館 伊勢市立伊勢図書館 無料
伊勢市立図書館HP
http://iselib.city.ise.mie.jp

伊勢市立伊勢図書館
0596－21－0077

三重県 伊勢市 ① 図書館まつり
文化サークル展示、上映会、大人のための図書館ツアーなどを実施
します。

11月9日～24日 伊勢市立伊勢図書館 伊勢市立伊勢図書館 無料
伊勢市立図書館HP
http://iselib.city.ise.mie.jp

伊勢市立伊勢図書館
0596－21－0077

三重県 伊勢市 ① たんぽぽおはなし会 ボランティア団体による紙芝居のおはなし会。 11月9日 伊勢市立小俣図書館 伊勢市立小俣図書館 無料
伊勢市立図書館HP
http://iselib.city.ise.mie.jp

伊勢市立小俣図書館
0596-29-3900

三重県 伊勢市 ① 赤ちゃんおはなし会 図書館スタッフによる乳幼児とその保護者向けのおはなし会。 11月14日 伊勢市立小俣図書館 伊勢市立小俣図書館 無料
伊勢市立図書館HP
http://iselib.city.ise.mie.jp

伊勢市立小俣図書館
0596-29-3900

三重県 伊勢市 ①③ クリスマスツリーを飾ろう！
クリスマスにちなんだ絵本の読み聞かせのあと、クリスマスツリーを
飾り付け、クリスマスまで館内で展示。

11月17日 伊勢市立小俣図書館 伊勢市立小俣図書館 無料
伊勢市立図書館HP
http://iselib.city.ise.mie.jp

伊勢市立小俣図書館
0596-29-3900

三重県 伊勢市 ①
第35回 神宮奉納全日本ソフトテニ
ス大会

男子50歳以上、女子30歳以上が参加できるソフトテニス大会で、年
齢により亀・鶴・松・竹・梅・杉の６ブロックで競います。毎年、全国各
地から約300人の選手が集います（事前申込）。

10月19～20日 伊勢市市営庭球場
伊勢市・
伊勢市教育委員会

伊勢市教育委員会
事務局スポーツ課
0596-22-7895

見学無料

三重県 伊勢市 ①
伊勢市民ダンス＆体操フェスティバ
ル2019

いろいろなジャンルの踊りと体操の発表と、参加者の交流を楽しむ
集いです。1チーム（サークル）10名以上、発表時間は原則5分以内
です（事前申込:先着25団体）。

10月20日 小俣総合体育館
伊勢市・
伊勢市教育委員会

伊勢市教育委員会
事務局スポーツ課
0596-22-7895

参加費　1人100円（当日徴
収）※踊りの体験をしていた
だけます。見学無料

三重県 伊勢市 ①
第4回市民ふれあいスポカルウォー
ク

スポカルウォークとは、スポーツと文化（カルチャー）を合わせた
ウォーキングのことです。心地よい汗をかきながら、地域に残る歴
史・文化施設などを巡ります。

11月11日 伊勢市二見町地内 伊勢市教育委員会
伊勢市HP:
http://www.city.ise.mie.jp/7014.htm

伊勢市教育委員会
事務局スポーツ課
0596-22-7895

三重県 伊勢市 ③ 第66回伊勢市美術展覧会
市民の美術創作活動の発表の場、市民が美術を親しんで鑑賞でき
る場として開催する公募展です。

10月29日～11月3日
シンフォニアテクノロジー響
ホール伊勢（伊勢市観光文
化会館）

伊勢市、伊勢市教育委員会、伊勢市観光
文化会館指定管理者株式会社ケイミック
スパブリックビジネス

伊勢市HP：
https://www.city.ise.mie.jp/6921.ht
ml
会場HP：

シンフォニアテクノロジー響ホー
ル伊勢：0596-28-5105
伊勢市教育委員会事務局文化
振興課：0596-22-7885

出品料：1作品1,000円
入場無料

三重県 伊勢市 ③ 第63回伊勢市民芸能祭
市内で活動する舞台芸術団体の発表の場、市民が舞台芸術を身近
に接する場として開催します。教育・文化週間の期間中、能楽部門
を開催します。

11月3日
伊勢市生涯学習センター　
いせトピア

伊勢市、伊勢市教育委員会 無料
伊勢市HP:
https://www.city.ise.mie.jp/4280.ht
m

伊勢市教育委員会事務局文化
振興課：0596-22-7885

その他の開催日：10/6，
10/14，10/27，11/10，
11/17，11/23～11/24

三重県 伊勢市 ③
オリジナルミュージカル「ザ・デイ
サービス・ショウ」

中尾ミエさん、尾藤イサオさんほか60歳台から80歳台のベテラン勢
のキャストが演じる、高齢者施設を題材としたコメディミュージカルを
上演します。

11月2日
シンフォニアテクノロジー響
ホール伊勢（伊勢市観光文
化会館）

伊勢市、伊勢市教育委員会、伊勢市観光
文化会館指定管理者株式会社ケイミック
スパブリックビジネス

伊勢市HP：
https://www.city.ise.mie.jp/17674.h
tml
会場HP：
https://www.ise-
kanbun.jp/event/18182

シンフォニアテクノロジー響ホー
ル伊勢：0596-28-5105
伊勢市教育委員会事務局文化
振興課：0596-22-7885

全席指定
一般：3,500円（税込）
70歳以上・高校生：2,500円
（税込）

三重県 伊勢市
①②
③④

皇學館大学研究開発推進センター
史料編纂所
古文書講座

第2回「近世文書を読む」と題して、伊勢参宮のお世話をする神職･
御師の文書（福嶋家文書）を取り上げます。

10月12日
皇學館大学佐川記念神道博
物館
講義室

皇學館大学研究開発推進センター
史料編纂所

無料

皇學館大学研究開発推進センター
史料編纂所HP：
http://kenkyu.kogakkan-
u.ac.jp/shiryo/

電話：0596-22-6466
ＦＡＸ：0596-22-6463
皇學館大学研究開発推進セン
ター

各講座申込制ですので、電話
かＦＡＸで直接お申込み下さ
い。(定員60名)公共交通機関
でお越し下さい。

三重県 伊勢市
①②
③④

皇學館大学佐川記念神道博物館
教養講座

テーマ：伊勢学事始Ⅱ
第3回「伊勢神宮と東大寺」
第4回「<憲政の神>尾崎行雄と伊勢」

(第3回)10月19日
(第4回)11月23日

皇學館大学佐川記念神道博
物館
講義室

皇學館大学佐川記念神道博物館 無料

皇學館大学佐川記念神道博物館
HP：
http://kenkyu.kogakkan-
u.ac.jp/museum/

電話：0596-22-6471
皇學館大学佐川記念神道博物
館

各講座申込制ですので、電話
か直接ご来場の上、お申込み
下さい。(定員60名)公共交通
機関でお越し下さい。

第61回「教育・文化週間」関連行事

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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第61回「教育・文化週間」関連行事

三重県 伊勢市
①②
③④

皇學館大学佐川記念神道博物館
特別展「即位礼と大嘗祭」

後期展：大嘗祭 ―今に伝わる古(いにしえ)の祭儀― 10月1日～12月21日
皇學館大学佐川記念神道博
物館2階

皇學館大学佐川記念神道博物館 無料
皇學館大学佐川記念神道博物館
HP：
http://kenkyu.kogakkan-

電話：0596-22-6471
皇學館大学佐川記念神道博物
館

公共交通機関でお越し下さ
い。

三重県 伊勢市 ①② 現代日本塾
山藤旅聞（未来教育デザインConfeito代表）
「SDGsについて（仮題）」

10月24日
皇學館大学
621教室

皇學館大学現代日本社会学部現代日本
社会学科

無料
0596-22-6380
皇學館大学現代日本社会学部
現代日本社会学科研究室

事前の申込みは、不要です。

三重県 伊勢市 ③ 皇學館大學史學會研究発表会
昨年度優秀な論文を提出した国史学科卒業生や本学大学院生によ
る研究発表会を行います。

10月24日
皇學館大学2号館3階234教
室

皇學館大學史學會 無料
皇學館大學史學會
0596-22-6456

事前の申し込みは不要です。
公共交通機関でお越し下さ

三重県 伊勢市 ①③
皇學館大学
平成31年度（令和元年度）　高齢者
向　生涯学習事業　月例文化講座

【年間テーマ：即位礼と大嘗祭の歴史と文学】
「大嘗会和歌」と題して　本学、深津　睦夫　氏（教授）が講演を行い
ます。

11月9日
皇學館大学
2 号館
231教室

皇學館大学
地域連携推進室

無料

【皇學館大学HP】
https://www.kogakkan-
u.ac.jp/information/detail.php?mdid
=4908

0596-22-8635
皇學館大学企画部地域連携推
進室

事前の申込みは、不要です。
公共交通機関でお越し下さ
い。

三重県 伊勢市 ①② 現代日本学会記念講演
野畑健太郎（豊岡短期大学学長・教授）
「シンガポールの国造り―多文化共生に向けて―」

11月14日
皇學館大学
621教室

皇學館大学
現代日本学会

無料
0596-22-6380
皇學館大学現代日本社会学部
現代日本社会学科研究室

事前の申込みは、不要です。

三重県 伊勢市 ③ 皇學館大學史學會講演会
国立歴史民俗博物館の小倉慈司准教授による講演です。演題は未
定です。

11月21日
皇學館大学2号館3階231教
室

皇學館大學史學會 無料
皇學館大學史學會
0596-22-6457

事前の申し込みは不要です。
公共交通機関でお越し下さ

三重県 伊勢市 ②
第20回高校生英語スピーチコンテス
ト

高校生に英語により興味をもってもらうために、教科書等の英文を
暗唱し発表していただくスピーチコンテストを開催します。

10月20日
皇學館大学4号館3階431教
室

皇學館大学
文学部コミュニケーション学科

無料
皇學館大学文学部コミュニケー
ション学科研究室
0596-22-6472

聴衆の方は、どなたでもご参
加いただけます。公共交通機
関でお越しください。

三重県 伊勢市
①②
③④

皇學館大学コミュニケーション学会
講演会

コミュニケーションに関する内容の講演会を行います。 11月14日
皇學館大学5号館1階511教
室

皇學館大学
コミュニケーション学会

無料
皇學館大学文学部コミュニケー
ション学会
0596-22-6472

事前の申込みは不要です。公
共交通機関でお越しください。

三重県 伊勢市 ③ 皇學館大学国文学会研究発表会 本学在学生による研究発表会 10月26日
皇學館大学
224教室

皇學館大学
国文学会

無料
皇學館大学
国文学科研究室
0596-22-6457

聴講無料　事前申し込み不
要。公共交通機関でお越しく
ださい。

三重県 伊勢市 ③ 皇學館大学国文学会講演会
大阪市立大学名誉教授・三浦國雄先生による講演会
演題　《桃花源記》を読む

11月14日
皇學館大学
431教室

皇學館大学
国文学会

無料
皇學館大学
国文学科研究室
0596-22-6457

聴講無料　事前申し込み不
要。公共交通機関でお越しく
ださい。

三重県 伊勢市 ③ 伊勢河崎一箱古本市
・皇學館大学の学生による地域連携事業として、全国的に広まって
いる「一箱古本市」を伊勢河崎地区で実施する。
・平成27年度から毎年続けており、本年度は5回目の開催となる。

10月27日
伊勢市河崎 
勢田川遊歩道
河崎川の駅周辺

・伊勢河崎一箱古本市実行委員会（主催）
・皇學館大学ふみくら倶楽部（主催）
・河崎商人市実行委員会（共催）
・NPO法人伊勢河崎まちづくり衆（共催）

無料
https://sites.google.com/site/hitoh
akoise/

・毎年開催されている「河崎商人
市」のなかで実施する。
・伊勢河崎一箱古本市実行委員
会は、国文学科准教授の岡野
と、河崎地区で古本屋ぽらんを
営む奥村氏によって構成され

三重県 いなべ市 ① 秋の動植物をたずねて
藤原岳自然科学館～大貝戸～坂本のコースで、秋の自然を観察す
る。

10月19日 藤原岳山麓 いなべ市教育委員会
藤原岳自然科学館
0594-46-8488

三重県 いなべ市 ① クモを調べる会 クモを調べ、驚くべき生活や習性を観察します。 11月2日
藤原文化センター
藤原岳山麓

いなべ市教育委員会
藤原岳自然科学館
0594-46-8488

三重県 いなべ市 ① 色づきはじめた植物と万葉集
万葉集を通して1300年の昔を偲び、植物についての基礎的な学習を
重ね人生を送る一助にする。

11月15日 いなべ公園 いなべ市教育委員会
藤原岳自然科学館
0594-46-8488

年3回の連続講座の3回目

三重県 いなべ市 ① びっくり生きものアラカルト
いろいろな生き物の専門家が、面白いお話や実験・実習・観察など
楽しい体験を用意しています

11月2日 屋根のない学校 いなべ市教育委員会
屋根のない学校
0594-46-4311

第1土曜日（年10回）

三重県 いなべ市 ① 昆虫と遊ぼう 昆虫と私たちの体のつくりの違いと大きくなれない理由 11月9日 屋根のない学校 いなべ市教育委員会
屋根のない学校
0594-46-4311

第2土曜日（年11回）

三重県 いなべ市 ① 人びとのいのちとくらしを守る植物
春の山菜、夏の薬草、秋の味覚、冬の草木など、ふるさとの植物と
深い絆の再発見につとめましょう

11月9日 屋根のない学校 いなべ市教育委員会
屋根のない学校
0594-46-4311

第2土曜日（年11回）

三重県 いなべ市 ① この指と～まれ
いろいろな道具をおぼえて、自分のおもちゃは自分で作ろう（木の枝
で虫、竹で竹とんぼや水鉄砲をつくりましょう）

10月20日
11月18日

屋根のない学校 いなべ市教育委員会
屋根のない学校
0594-46-4311

第3日曜日（年11回）

三重県 いなべ市 ① 田んぼと畑の学校
自分達で植えた餅米の苗を、秋に鎌を使って手作業で収穫し、冬に
は餅つきをします。さつまいもなどの野菜も作ります。

10月20日
11月17日

屋根のない学校 いなべ市教育委員会
屋根のない学校
0594-46-4311

指定日（年9回）

三重県 いなべ市 ① 自然とふれあって遊ぼう
ゲームを通じて、自然・環境、具体的には森やそこに居るさまざまな
生物、風や太陽の光などの自然に楽しくふれあっていこう

11月2日 屋根のない学校 いなべ市教育委員会
屋根のない学校
0594-46-4311

指定日（年10回）

三重県 大台町 ② 川添小学校文化祭
年に1度の学校祭で、子どもたちの学年発表で始まり、地域の人との
餅つきや観劇・お茶会・囲碁体験・折り紙体験など、さまざまな行事
や体験活動があります。

11月9日 川添小学校
川添小
川添小PTA

無料 川添小学校 0598-83-2254

三重県 大台町 ② 学習発表会 本年度の取り組みの成果を各学年が発表する。 11月16日 宮川小学校体育館 宮川小学校 無料 0598-76-8800

三重県 大台町 ② 大台中学校 学校祭
・【ステージ発表】クラス別劇やダンスの発表、全校合唱
・【展 示　発 表】 習字、美術作品、技術家庭科作品、科学作品、修
学旅行新聞、陶芸・工芸作品

11月3日 大台中学校 大台中学校生徒会 無料 odaichu@ma.mctv.ne.jp

三重県 大台町 ② 宮川中学校文化祭
中学生の劇・合唱の発表及び教科の作品の展示。地元の太鼓の自
主活動ｸﾞﾙｰﾌﾟの太鼓演奏。県内の高校生の吹奏楽部の演奏。保護
者以外の地元の方にも公開しています。

11月2日 宮川中学校体育館
大台町立
宮川中学校

無料 miyatyut@ma.mctv.ne.jp
宮川中学校
0598-76-0010

三重県 尾鷲市 ② 尾鷲中学校　文化祭 合唱コンクールや舞台発表、展示発表を行います。 11月16日 尾鷲市民文化会館 尾鷲中 無料
尾鷲市教育員会
教育総務課
0597-23-8291

三重県 尾鷲市 ② 輪内中学校　文化祭 弁論発表や劇・合唱・作品展示を行います。 11月10日 輪内中学校 輪内中 無料
尾鷲市教育員会
教育総務課
0597-23-8291

三重県 尾鷲市 ① 青空図書館
絵本作家、長谷川義史さんによる絵本ライブ、読み聞かせ、ワーク
ショップ、あおぞらまーけっとなど親子で一日ゆっくりと本に親しんで
もらうイベントを行います。

10月19日 尾鷲市立中央公民館 尾鷲市立図書館
http://www.city.owase.lg.jp/content
s_detail.php?frmId=9158

尾鷲市立図書館
TEL0597-23-8282

三重県 尾鷲市 ① 本のリサイクル 保存期限の過ぎた図書、雑誌を希望者に無料で配布します。 11月2日～3日
尾鷲市立中央公民館
2階講座室Ａ

尾鷲市立図書館 無料
尾鷲市立図書館
TEL0597-23-8282

三重県 尾鷲市 ① おはなし会
子どもたちに読書により親しんでもらうために、絵本などの読み聞か
せを行います。

10月26日・11月2日、9日、
16日、23日

尾鷲市立図書館
幼児室

尾鷲市立図書館 無料
尾鷲市立図書館
TEL0597-23-8282

三重県 尾鷲市 ①
赤ちゃん向けおはなし会「おはなし
だっこ」

赤ちゃんとその保護者に向け、本の楽しさを身近に感じてもらい、親
子で楽しい時間を過ごしてもらうために、絵本の読み聞かせやわら
べうたや手遊びなどを行います。、

11月7日
尾鷲市立中央公民館
3階和室

尾鷲市立図書館 無料
尾鷲市立図書館
TEL0597-23-8282

三重県 尾鷲市 ③ 令和元年度　尾鷲市民文化展
市内在住者、市内サークルに所属する方、市内出身者等の作品を
募集し、２日間に渡り展示を行う。（アートフラワー、絵画、彫刻、写
真、手芸、陶芸等）

11月2～3日
尾鷲市体育文化会館、尾鷲
市立中央公民館

尾鷲市文化協会、尾鷲市教育委員会 無料 http://www.city.owase.lg.jp
尾鷲市教育委員会
生涯学習課
TEL0597-23-8293

作品募集期間：10月1日～15
日

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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第61回「教育・文化週間」関連行事

三重県 亀山市 ①③④
第３３回企画展「えっ、今日から武士
じゃない！？」

江戸時代の亀山城主であった大名石川家や家臣らは、亀山で明治
を迎えました。明治維新によって仕える殿がいなくなり、武士でなく
なった時に、彼らは時代の変わり目をどのように過ごし、どのように
時代を乗り切ったのか、その実態に迫ります。

10月12日～12月1日
亀山市歴史博物館企画展示
室

亀山市歴史博物館 無料 http://kameyamarekihaku.jp 0595-83-3000

三重県 亀山市 ①③④
企画展講座「明治の幕開け、そのと
き武士たちは？」

第33回企画展「えっ、今日から武士じゃない！？」の関連事業として
開講する講座です。展示を担当する学芸員が講師を勤めます。

11月17日 亀山市歴史博物館講義室 亀山市歴史博物館 無料 http://kameyamarekihaku.jp 0595-83-3000

三重県 亀山市 ① 子ども会親子フェスティバル
子ども会の行事として、バウムクーヘンづくりなどの親子で楽しめる
事業として開催する。

10月19日 関文化交流センター 子ども会 0595-84-5057

三重県 亀山市 ① なでしこ健康フェスティバル 婦人会の行事として、婦人の体力向上と親睦を深めるために実施す 10月18日 西野体育館 婦人会 無料 0595-84-5057

三重県 亀山市 ① 第2回図書館まつり
図書館ボランティア団体の協力のもと、よみきかせ会や朗読会など
を開催し、市民が読書に親しむ機会を設けます。

10月26日 亀山市立図書館 市立図書館 無料
市立図書館
0595-82-0542

三重県 亀山市 ③ 亀山市民俳句会 市民俳句会の表彰式及び当日句会 10月26日 亀山市文化会館2階会議室 亀山市・亀山俳句会 無料
亀山市文化共生グループ
0595-96-1223

三重県 亀山市 ② 第71回亀山市小中音楽会

亀山市の小中学校における音楽教育の成果を発表し、聴き合うこと
を通して音楽教育の向上、交流をはかります。また児童生徒が優れ
た音楽を鑑賞する機会として、招待演奏を実施しています。今年度
は，アルテ室内管弦楽団団員によるムジカセラミカアンサンブルの
演奏を鑑賞する予定です。伝統ある文化的行事で、保護者地域の
方々も多数ご来場いただいております。

11月7日 亀山市文化会館 亀山市教育委員会 無料
亀山市教育委員会事務局学校
教育課教育支援グループ
0595-84-5076

三重県 木曽岬町 ③ 秋の文化祭
町文化協会主催による各サークル団体並びにこども園、小・中学校
の園児児童生徒の作品展示・舞台発表などを行う

11月3日 木曽岬町民ホール
木曽岬町
文化協会

無料
教育委員会事務局教育課
0567-68-1617

三重県 木曽岬町 ② 木曽中フェスティバル（文化的行事）
中学校の文化的行事「文化に触れる日」の中で、文化講座（手芸・フ
ラワーアレンジメント・フラダンス・琴・手話・和太鼓など）を実施する

10月2日 木曽岬中学校
木曽岬
中学校

無料
教育委員会事務局教育課
0567-68-1617

三重県 紀宝町 ① 紀宝町文化展 紀宝町民が制作した、絵画、書道などの芸術作品を展示します。 11月2日～3日
紀宝町生涯学習センターま
なびの郷他

紀宝町 無料
紀宝町生涯学習センター
まなびの郷
0735-32-0241

三重県 紀北町 ③ 町民文化展(海山地区)
紀北町民が制作した絵画・俳句・書・写真等の芸術作品を展示しま
す。

10月25日～27日 海山公民館 紀北町文化協会 無料
紀北町海山総合支所教育室
0597-32-3905

三重県 紀北町 ③ 町民文化展(紀伊長島地区)
紀北町民が制作した絵画・俳句・書・写真等の芸術作品を展示しま
す。

11月1日～4日 東長島公民館 紀北町文化協会 無料
紀北町生涯学習課
0597-46-3125

日程調整中

三重県 紀北町 ③ 山茶花忌三浦樗良顕彰祭
紀北町にゆかりのある三浦樗良をしのび樗良の命日である11月16
日前後に開催しています。句会や俳句の表彰等を行います。

11月17日 紀北町東長島地内 紀北町俳句協会 無料
紀北町生涯学習課
0597-46-3125

三重県 熊野市 ①③ 木地師に関する企画展（予定）
当地方における木地師とその支配制度などに関する企画展示を開
催します。（予定）

10月8日～10月13日 熊野市文化交流センター 熊野市歴史民俗資料館 無料 0597－89－5161

三重県 熊野市 ① 文学講座「死者の声」
近代文学を題材として、参加者の読解力を深め、作品の優れた文学
性を読み取り、鑑賞する講座を開催します。

10月16日 熊野市文化交流センター 熊野市図書館 無料 0597－89－3686

三重県 熊野市 ①③ 市民文化祭（展示部門）
市の文化水準の向上のため、市民が制作した書、生け花、絵画等
の芸術作品の展示会を開催します。

10月18日～10月20日 熊野市文化交流センター 熊野市教育委員会・熊野文化協会 無料
0597－89－4111
（内418）

三重県 熊野市 ①④ チャレンジ科学教室
身近な科学の実験やモノづくりを行う教室を開催することにより、自
然科学に対する興味を育みます。

10月26日 熊野市文化交流センター 熊野市教育委員会 無料
0597－89－4111
（内418）

三重県 熊野市 ①③ 熊野市民大学
熊野地域に伝承されてきた歴史と文化を研究対象として学習を行
い、将来にわたり熊野の文化を醸成する人材を養成する講座を開催

11月3日 熊野市文化交流センター 熊野市教育委員会 無料
0597－89－4111
（内414）

三重県 熊野市 ① 文学講座「テニヤンの末日」
近代文学を題材として、参加者の読解力を深め、作品の優れた文学
性を読み取り、鑑賞する講座を開催します。

11月20日 熊野市文化交流センター 熊野市図書館 無料 0597－89－3686

三重県 桑名市 ①③ 第50回文化祭作品展 ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｾﾝﾀｰで活動している講座・サークル生の作品を展示します。 11月1日～3日 桑名市ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｾﾝﾀｰ 桑名市文化祭作品展実行委員会 無料
桑名市ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｾﾝﾀｰ
0594-23-4103

三重県 桑名市 ①③ 第50回文化祭舞台発表会 ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｾﾝﾀｰで活動しているサークル生の舞台発表を行います。 11月16日
ＮＴＮシティホール（桑名市民
会館）小ホール

桑名市文化祭舞台発表実行委員会 無料
桑名市ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｾﾝﾀｰ
0594-23-4103

三重県 桑名市 ①③ 精義まちづくり拠点施設文化祭
精義まちづくり拠点施設で活動している講座・サークル生の作品を
展示します。

11月9日～10日
桑名市精義まちづくり拠点
施設

桑名市精義まちづくり拠点施設
文化祭実行委員会

無料
桑名市精義まちづくり拠点施設
0594-21-3521

三重県 桑名市 ①③ 立教まちづくり拠点施設作品展
立教まちづくり拠点施設で活動している講座・サークル生の作品を
展示します。

10月26日～27日
桑名市立教まちづくり拠点
施設

桑名市精義まちづくり拠点施設
文化祭実行委員会

無料
桑名市立教まちづくり拠点施設
0594-21-4843

三重県 桑名市 ①③ 城東まちづくり拠点施設文化祭
城東まちづくり拠点施設（はまぐりプラザ内）で活動している講座・
サークル生ならびに地域住民希望者の作品を展示します。

11月2日～3日
桑名市城東まちづくり拠点
施設

桑名市精義まちづくり拠点施設
文化祭実行委員会

無料
桑名市城東まちづくり拠点施設
（はまぐりプラザ内）
0594-22-6010

三重県 桑名市 ①③ 大成まちづくり拠点施設文化祭
大成まちづくり拠点施設で活動している講座・サークル生の作品を
展示します。17日は、桑名市大成小学校体育館で舞台発表も行い

11月16日～17日
桑名市大成まちづくり拠点
施設

桑名市精義まちづくり拠点施設
文化祭実行委員会

無料
桑名市大成まちづくり拠点施設
0594-25-1118

三重県 桑名市 ①③ 大和まちづくり拠点施設文化祭
大和まちづくり拠点施設で活動している講座・サークル生の作品を
展示します。10日は、桑名市大和小学校体育館で舞台発表も行い

11月9日～10日
桑名市大和まちづくり拠点
施設

桑名市精義まちづくり拠点施設
文化祭実行委員会

無料
桑名市大和まちづくり拠点施設
0594-24-6127

三重県 桑名市 ①③ まちづくりフェスティバル
大山田まちづくり拠点施設で活動している団体等の作品展示や、舞
台発表を行います。

11月10日
桑名市大山田まちづくり拠
点施設

フェスティバル実行委員会 無料
桑名市大山田まちづくり拠点施
設

三重県 桑名市 ①③ 第42回多度文化祭
多度まちづくり拠点施設で活動している講座・サークル生の作品展
示や、舞台発表を行います。

11月2日～3日
桑名市多度まちづくり拠点
施設

多度文化祭実行委員会 無料
桑名市多度まちづくり拠点施設
0594-49-2020

三重県 桑名市 ①③
第58回桑名市長島町文化祭舞台発
表会

長島まちづくり拠点施設で活動している講座・サークル生等の舞台
発表を行います。

11月2日～3日
桑名市長島まちづくり拠点
施設

桑名市長島まちづくり拠点施設文化祭実
行委員会

無料
桑名市長島まちづくり拠点施設
0594-42-1000

三重県 桑名市 ③
第28回桑名市民芸術文化祭
石取祭車奉曳による祝祭
～記念石取祭の軌跡展～

新元号への改元を記念して石取祭車奉曳による祝賀行事が行われ
た機会に、過去に行われたこの種の行事を写真や記録資料でふり
返り紹介します。桑名が誇る民俗芸能・文化遺産である石取祭が、
市街町衆の一大祭典へと進化し、桑名を広く宣伝する媒体となって
きたことを感じ取って頂ければ幸いです。

10月19日～20日
ＮＴＮシティホール
（桑名市民会館）

桑名市・桑名市文化協会 無料 bunkyo-kuwana.jp
桑名市文化協会事務局（桑名市
観光文化課内）0594-24-1361

三重県 桑名市 ③
第28回桑名市民芸術文化祭
くわコレ’19

26日　ニットによるファッションショーと作品展示で1年の成果をご覧く
ださい。27日　手編み･手織り・手芸作品の展示。体験も実施します。

10月26日～27日
ＮＴＮシティホール
（桑名市民会館）

桑名市・桑名市文化協会 bunkyo-kuwana.jp
桑名市文化協会事務局（桑名市
観光文化課内）0594-24-1361

三重県 桑名市 ③
第28回桑名市民芸術文化祭
小倉百人一首　初心者かるた取り
大会

初心者を対象とした小倉百人一首かるたのチラシ取り大会です。
参加費：500円/人  申し込み必要。
見学は自由で無料です。

10月27日 桑名市パブリックセンター 桑名市・桑名市文化協会 bunkyo-kuwana.jp
桑名市文化協会事務局（桑名市
観光文化課内）0594-24-1361

三重県 桑名市 ③
第28回桑名市民芸術文化祭
華道展

6流派の特色を活かした季節の花を展示いたします。皆さま、ぜひ足
をお運びください。

11月2日～3日
ＮＴＮシティホール
（桑名市民会館）

桑名市・桑名市文化協会 無料 bunkyo-kuwana.jp
桑名市文化協会事務局（桑名市
観光文化課内）0594-24-1361

三重県 桑名市 ③
第28回桑名市民芸術文化祭
美術部門展2019

桑名市文化協会会員：絵画（日本画、洋画、版画）・書道・写真・美術
工芸（彫型画、染色、漆)・陶芸・彫刻の各部門より出品された作品群
を展示します。

11月2日～4日 くわなメディアライヴ 桑名市・桑名市文化協会 無料 bunkyo-kuwana.jp
桑名市文化協会事務局（桑名市
観光文化課内）0594-24-1361

三重県 桑名市 ③
第28回桑名市民芸術文化祭
吟剣詩舞道の祭典

詩吟・詩舞・剣舞があり、流派を越え、会員が一堂に集い演技を披
露します。

11月3日
ＮＴＮシティホール
（桑名市民会館）

桑名市・桑名市文化協会 無料 bunkyo-kuwana.jp
桑名市文化協会事務局（桑名市
観光文化課内）0594-24-1361

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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三重県 桑名市 ③
第28回桑名市民芸術文化祭
お茶会

六華苑一の間では遠州流茶道、二の間では表千家流により、晩秋
にちなんだ趣向で一服のお茶をお楽しみいただきます。

11月3日 六華苑 桑名市・桑名市文化協会 bunkyo-kuwana.jp
桑名市文化協会事務局（桑名市
観光文化課内）0594-24-1361

三重県 桑名市 ③

第28回桑名市民芸術文化祭
演劇の祭典　演劇集団Ｃブレンド公
演
「それも謎」

「…原稿が…なくなった…」〆切直前の推理小説家に降りかかる災
難と、それをさらに面倒くさくする面倒くさい人々との地味なゴタゴタ
を描いたＣブレンドオリジナルコメディ。Ｃブレンドが誇るクセの強い
役者たちが、楽しく演じます。

11月9日～10日 くわなメディアライヴ 桑名市・桑名市文化協会 bunkyo-kuwana.jp
桑名市文化協会事務局（桑名市
観光文化課内）0594-24-1361

三重県 桑名市 ③
第28回桑名市民芸術文化祭
芸能の祭典

日本舞踊･箏曲･民謡･大正琴等の舞台発表です。「桑名の邦楽」を
お楽しみください。

11月9日～10日
ＮＴＮシティホール
（桑名市民会館）

桑名市・桑名市文化協会 無料 bunkyo-kuwana.jp
桑名市文化協会事務局（桑名市
観光文化課内）0594-24-1361

三重県 桑名市 ③
第28回桑名市民芸術文化祭
音楽のフルコース

音楽の秋です。“音楽のフルコース”（楽器演奏・合奏etc）でお楽しみ
ください。きっと皆様の心を癒やし感動をお届けできることでしょ

11月17日
ＮＴＮシティホール
（桑名市民会館）

桑名市・桑名市文化協会 無料 bunkyo-kuwana.jp
桑名市文化協会事務局（桑名市
観光文化課内）0594-24-1361

三重県 桑名市 ①②③ kcl読書手帳
読書の楽しさを知るきっかけ作りとして、読書手帳を配布し、図書館
利用の活性化を図る。

10月3日～12月17日 桑名市立中央図書館 桑名市立中央図書館 無料 http://kcl.kuwana-library.jp/
桑名市立中央図書館
(0594-22-0562)

三重県 桑名市 ①②③
【ML連携セミナー】
「伊藤小波―まなざしにみちびかれ
―」を楽しむために

博物館展示「伊藤小波―まなざしにみちびかれ―」(10月26日～11
月24日)の開催に合わせて、博物館職員によるセミナーと関連書籍
の紹介展示を行う。
ML連携とは、博物館(Museum)と図書館(Library)が連携して、共通
テーマに沿って各館の資料を活用した企画を実施し、それぞれの館
の特徴や役割を発信する連携企画。

【展示】10月3日～11月19
日
【セミナー】11月2日

桑名市立中央図書館 桑名市立中央図書館 無料 http://kcl.kuwana-library.jp/
桑名市立中央図書館
(0594-22-0562)

三重県 桑名市 ③ 石取祭写真コンクール入賞作品展
ユネスコ無形文化遺産「山・鉾・屋台行事」のひとつ「桑名石取祭の
祭車行事」の情景を写した写真コンクールの入賞作品を展示。

10月11日～29日 桑名市立中央図書館 桑名市ブランド推進課 無料 http://kcl.kuwana-library.jp/
桑名市立中央図書館
(0594-22-0562)

三重県 桑名市 ①③ 大人のための朗読会
図書館スタッフによる大人を対象とした朗読会。人の声を通して作品
の世界に触れる楽しさを知ってもらう。開館15周年にあたり、司書と
して感謝をこめて作品を紹介する。

10月20日 桑名市立中央図書館 桑名市立中央図書館 無料 http://kcl.kuwana-library.jp/
桑名市立中央図書館
(0594-22-0562)

三重県 桑名市 ①②③ kclビブリオバトル　2019 ビブリオバトルを通して本を人に出会う楽しさを知ってもらう。 11月10日 桑名市立中央図書館 桑名市立中央図書館 無料 http://kcl.kuwana-library.jp/
桑名市立中央図書館
(0594-22-0562)

三重県 桑名市 ①②③
桑名市立中央図書館開館15周年記
念読み聞かせスキルアップ講演会

開館15周年を記念して株式会社絵本ナビ　編集長・磯崎 園子氏を
お招きし、絵本の持つ力についてご講演いただく。

11月18日 桑名市立中央図書館 桑名市立中央図書館 無料 http://kcl.kuwana-library.jp/
桑名市立中央図書館
(0594-22-0562)

三重県 桑名市 ①③
特別企画展「京都画壇を代表する
女性画家　伊藤小坡　―まなざしに
みちびかれ―」

京都画壇で活躍した、伊勢出身の女性画家・伊藤小坡を紹介いたし
ます。

10月26日～11月24日 桑名市博物館 桑名市博物館
http://www.city.kuwana.lg.jp/index.
cfm/1,html

桑名市博物館
0594-21-3171

三重県 志摩市 ①②
三重県立 白子高等学校吹奏楽部コ
ンサート

今回で6回目となります白子高校吹奏楽部によるコンサートを開催し
ます。曲に合わせての歌や踊りの演出もあり、毎年大いに盛り上が
るイベントです。

11月17日
志摩市阿児アリーナ　ベイ
ホール

志摩市教育委員会　阿児アリーナ
阿児アリーナ
0599-43-7000

料金500円
10/18からチケット販売

三重県 鈴鹿市 ① 石薬師地区ふれ愛フェスティバル
・地域住民や公民館サークルによる舞台発表や作品展示を行いま
す。
・地域の特産品紹介と販売をします。

11月24日 石薬師小学校
石薬師地区
明るいまちづくり協議会

石薬師地区明るいまちづくり協
議会事務局
(石薬師公民館)
059-374-2990

鈴鹿市役所HP公民館のペー
ジ参照
http://www.city.suzuka.lg.jp/li
fe/shisetsu/9901.html
毎月1日更新

三重県 鈴鹿市 ① サークル活動発表会
清和公民館で活動しているサークル生の一年間の成果の発表を行
います。

11月15日～17日 清和公民館 清和公民館運営委員会 無料
鈴鹿市立清和公民館
059-379-4140

鈴鹿市役所HP公民館のペー
ジ参照
http://www.city.suzuka.lg.jp/li
fe/shisetsu/9901.html
毎月1日更新

三重県 鈴鹿市 ① 若松公民館サークル発表会 サークル生による舞台発表・作品展示・活動報告・実演を行います。 10月26～27日 若松公民館 若松公民館運営委員会
若松公民館
059-385-1919

鈴鹿市役所HP公民館のペー
ジ参照
http://www.city.suzuka.lg.jp/li
fe/shisetsu/9901.html
毎月2日更新

三重県 鈴鹿市 ① 秋の公民館祭 飯野公民館で活動しているサークル生の作品展示を行います。 11月9日～10日 飯野公民館 飯野公民館運営委員会 無料
鈴鹿市立飯野公民館
059-382-4954

鈴鹿市役所HP公民館のペー
ジ参照
http://www.city.suzuka.lg.jp/li
fe/shisetsu/9901.html
毎月1日更新

三重県 鈴鹿市 ① 長太地区町民文化祭
地域の一般公募者・長太小学校児童・大木中学校美術部員の作品
展示を行います。

11月2日～3日 長太公民館 長太地区まちづくり協議会 無料
鈴鹿市立長太公民館
059-385-3927

鈴鹿市役所HP公民館のペー
ジ参照
http://www.city.suzuka.lg.jp/li
fe/shisetsu/9901.html
毎月1日更新

三重県 鈴鹿市 ① 文化の集い
一ノ宮公民館で活動しているサークル生による作品展示・舞台発表
会を行います。一部、公民館講座の作品や地域の方の作品展示も
行います。またお茶席も開催します。

11月15日～16日 一ノ宮公民館 一ノ宮公民館運営委員会 無料

鈴鹿市立一ノ宮公民館　
　　
　
059-383-8858

鈴鹿市役所HP公民館のペー
ジ参照
http://www.city.suzuka.lg.jp/li
fe/shisetsu/9901.html
毎月2日更新

三重県 鈴鹿市 ① 栄公民館文化祭
公民館サークルやその他団体による舞台発表の部と公民館サーク
ルや幼小中学校の作品展示を行います。

10月26日
11月2日～11月3日

鈴鹿市立栄公民館 栄公民館運営委員会 無料
鈴鹿市立栄公民館　
059-387-0452

鈴鹿市役所HP公民館のペー
ジ参照
http://www.city.suzuka.lg.jp/li
fe/shisetsu/9901.html
毎月3日更新

三重県 鈴鹿市 ① 天名町民文化祭
天名公民館で活動しているサークル生・一般公募者・書道教室生徒
による展示発表と舞台発表（敬老会を兼ねる）を行います。

11月2日～3日
天名公民館
天名小学校体育館

天名公民館運営委員会 無料
鈴鹿市立天名公民館
059-372-0430

鈴鹿市役所HP公民館のペー
ジ参照
http://www.city.suzuka.lg.jp/li
fe/shisetsu/9901.html
毎月1日更新

三重県 鈴鹿市 ① 旭が丘公民館文化祭
旭が丘公民館で活動しているサ－クルの作品展示を２部制で行いま
す。

11月8日～11日 旭が丘公民館 旭が丘公民館運営委員会
鈴鹿市立旭が丘公民館　059-
386-5399

鈴鹿市役所HP公民館のペー
ジ参照
http://www.city.suzuka.lg.jp/li
fe/shisetsu/9901.html
毎月2日更新

三重県 鈴鹿市 ① 生涯学習発表会
合川公民館で活動しているサークル生・地域の方の作品展示と舞台
発表を行います。
野菜・ざる菊の品評会と表彰式も行います。

11月2日～3日 合川公民館 合川公民館運営委員会 無料
鈴鹿市立合川公民館
059-372-0432

鈴鹿市役所HP公民館のペー
ジ参照
http://www.city.suzuka.lg.jp/li
fe/shisetsu/9901.html
毎月1日更新

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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第61回「教育・文化週間」関連行事

三重県 鈴鹿市 ③ 第12回 ライブイン愛宕
保育園・小・中・高・大学生が参加する合唱や演奏など，音楽を通し
た地域交流イベントです。

10月19日 愛宕小学校 愛宕校区ライブ実行委員会 無料
鈴鹿市立愛宕公民館
059-388-5909

鈴鹿市役所HP公民館のペー
ジ参照
http://www.city.suzuka.lg.jp/li
fe/shisetsu/9901.html
毎月1日更新

三重県 鈴鹿市 ① サークル発表会
井田川公民館で活動しているサークル生の舞台発表と展示を行い
ます。

11月9日～10日 井田川公民館 マイタウン井田川まちづくり委員会 無料
鈴鹿市立井田川公民館　
059-378-9390

鈴鹿市役所HP公民館のペー
ジ参照
http://www.city.suzuka.lg.jp/li
fe/shisetsu/9901.html
毎月1日更新

三重県 鈴鹿市 ① 河曲公民館文化祭
河曲公民館で活動しているサークル生の展示発表と舞台発表を行
います。また，地域の学校や保育園などにも出場いただき，合唱や
演奏を行います。

11月9日～10日 河曲小学校 河曲公民館運営委員会 無料
鈴鹿市立河曲公民館
059-382-5837

鈴鹿市役所HP公民館のペー
ジ参照
http://www.city.suzuka.lg.jp/li
fe/shisetsu/9901.html
毎月1日更新

三重県 鈴鹿市 ① 文化祭 稲生公民館で活動しているサークル生の舞台発表を行います。 10月20日 稲生公民館 稲生公民館運営委員会 無料
鈴鹿市立稲生公民館
059-387-0479

鈴鹿市役所HP公民館のペー
ジ参照
http://www.city.suzuka.lg.jp/li
fe/shisetsu/9901.html
毎月1日更新

三重県 鈴鹿市 ① 文化祭 稲生公民館で活動しているサークル生の作品展示を行います。 11月9日 ～10日 稲生公民館 稲生公民館運営委員会 無料
鈴鹿市立稲生公民館
059-387-0479

鈴鹿市役所HP公民館のペー
ジ参照
http://www.city.suzuka.lg.jp/li
fe/shisetsu/9901.html
毎月1日更新

三重県 鈴鹿市 ② 土曜体験学習　鼓・夢工房

鼓ヶ浦小学校の児童を対象に、貝殻を材料にした貝殻アートを制作
することにより、創造力を膨らませ、造形する楽しさを学ぶことを
目的とした事業です。年間を通して9回開催を予定しており、11月
2日も貝殻を使用した工作に挑戦します。

11月2日 鼓ヶ浦公民館 鼓ヶ浦公民館運営委員会
鈴鹿市立鼓ヶ浦公民館
059-386-9184

鼓ヶ浦小学校との
協働事業
（土曜学習）

三重県 鈴鹿市 ③ あの文豪の話
夏目漱石，芥川龍之介，宮澤賢治の三文豪の作品を学習しながら
朗読と群読を学びます。

10月23日 鼓ヶ浦公民館 鼓ヶ浦公民館運営委員会 無料
鈴鹿市立鼓ヶ浦公民館
059-386-9184

鈴鹿市役所HP公民館のペー
ジ参照
http://www.city.suzuka.lg.jp/li
fe/shisetsu/9901.html
毎月1日更新

三重県 鈴鹿市 ① 郡山公民館文化祭
郡山公民館で活動しているサークル生の作品展示と舞台発表，手
作り体験コーナーがあります。 11月8日～10日 郡山公民館 郡山公民館運営委員会

鈴鹿市立郡山公民館
059-372-2833

鈴鹿市役所HP公民館のペー
ジ参照
http://www.city.suzuka.lg.jp/li
fe/shisetsu/9901.html
毎月1日更新

三重県 鈴鹿市 ① 公民館発表会
椿公民館で活動しているサークル生の展示発表と舞台発表を行い
ます。

11月3日 椿公民館 椿公民館運営委員会 無料
鈴鹿市立椿公民館
059-371-1786

鈴鹿市役所HP公民館のペー
ジ参照
http://www.city.suzuka.lg.jp/li
fe/shisetsu/9901.html
毎月1日更新

三重県 鈴鹿市 ① 箕田地区文化祭
公民館サークル，地域住民の発表の場として，また地域住民の交流
の場として，舞台発表，展示発表などを行います。

10月27日 箕田公民館 箕田公民館運営委員会 無料
鈴鹿市立箕田公民館
059-382-5202

鈴鹿市役所HP公民館のペー
ジ参照
http://www.city.suzuka.lg.jp/li
fe/shisetsu/9901.html
毎月1日更新

三重県 鈴鹿市 ①③
大黒屋光太夫記念館企画展
「2人のラクスマン」

日本－フィンランド友好100周年を記念して，フィンランド人だったラク
スマンを紹介します。

10月中旬～12月中旬 大黒屋光太夫記念館 鈴鹿市 無料
【鈴鹿市文化財課HP】
http://suzuka-bunka.jp/kodayu/

鈴鹿市文化スポーツ部
文化財課
059-382-9031

三重県 鈴鹿市 ①③ 佐佐木信綱記念館特別展
佐佐木信綱の万葉集研究を、『校本万葉集』や英訳万葉集の編纂
事業を中心に紹介します。明治以降初めて万葉集を活字化した『日
本歌学全書』、信綱が印行した万葉集古写本の複製も展示します。

10月30日～12月15日 佐佐木信綱記念館 鈴鹿市 無料
【鈴鹿市文化財課HP】
http://suzuka-bunka.jp/sasaki/

鈴鹿市文化スポーツ部
文化財課
059-382-9031

三重県 鈴鹿市 ①③
鈴鹿市考古博物館特別展「塩を作
り，運ぶ　～伊勢湾をめぐって～」

古の人々はどのように塩を入手していたのでしょうか。伊勢湾を中心
に塩作りの歴史を紹介します。

10月12日～12月15日
鈴鹿市考古博物館特別展示
室

鈴鹿市
鈴鹿市考古博物館HP　　
http://www.edu.city.suzuka.mie.jp/
museum/

鈴鹿市考古博物館
059-374-1994

三重県 鈴鹿市 ①③
特別展関連講座第１回「伊勢湾の
塩つくり　～伊勢・志摩編～」

特別展展示に対する理解を深めるために，三重県における製塩土
器の研究者を招いて講演会を開催します。

10月19日 鈴鹿市考古博物館講堂 鈴鹿市 無料
鈴鹿市考古博物館HP　　
http://www.edu.city.suzuka.mie.jp/
museum/

鈴鹿市考古博物館
059-374-1994

三重県 鈴鹿市 ①③
特別展関連講座第２回「伊勢湾の
塩つくり　～尾張・三河編～」

特別展展示に対する理解を深めるために，愛知県における製塩土
器の研究者を招いて講演会を開催します。

11月2日 鈴鹿市考古博物館講堂 鈴鹿市 無料
鈴鹿市考古博物館HP　　
http://www.edu.city.suzuka.mie.jp/
museum/

鈴鹿市考古博物館
059-374-1994

三重県 鈴鹿市 ①③
特別展関連講座第３回「平城京に運
ばれた塩はどこから来たのか？」

特別展展示に対する理解を深めるために，都城における製塩土器
の研究者を招いて講演会を開催します。

11月17日 鈴鹿市考古博物館講堂 鈴鹿市 無料
鈴鹿市考古博物館HP　　
http://www.edu.city.suzuka.mie.jp/
museum/

鈴鹿市考古博物館
059-374-1994

三重県 鈴鹿市 ①③ ギャラリートーク
特別展展示に対する理解を深めるため，製塩土器の研究者を招い
て学芸員と共に展示の解説を行います。

10月26日 鈴鹿市考古博物館講堂 鈴鹿市
鈴鹿市考古博物館HP　　
http://www.edu.city.suzuka.mie.jp/
museum/

鈴鹿市考古博物館
059-374-1994

三重県 鈴鹿市 ③ 第52回鈴鹿市美術展
鈴鹿市及び近隣市町の美術分野の振興を図るため，美術活動の成
果を発表する場としてコンクール及び展覧会を開催。日本画・洋画・
彫刻・美術工芸・写真・書道の6部門。

10月30日～11月3日 鈴鹿市文化会館 鈴鹿市 http://www.s-bunka.net/

鈴鹿市文化振興事業団
電話　059-384-7000
FAX　059-384-7755
Email　since-97@s-bunka.net

三重県 鈴鹿市 ③
鈴鹿の街音楽祭2019　ランチタイム
コンサート

鈴鹿の街音楽祭2019のPRイベントとして開催。音楽祭の出演者（団
体）が音楽で楽しいひとときをお届けします。

11月12日 鈴鹿ハンター 鈴鹿市 無料 http://www.s-bunka.net/

鈴鹿市文化振興事業団
電話　059-384-7000
FAX　059-384-7755
Email　since-97@s-bunka.net

三重県 鈴鹿市 ③ 鈴鹿の街音楽祭2019
「音楽でみんなつながろう」をテーマに，子どもから大人まであらゆる
世代の方が，色々なジャンルの音楽を一度に楽しめる音楽イベン
ト。

11月17日 鈴鹿市文化会館 鈴鹿市 無料 http://www.s-bunka.net/

鈴鹿市文化振興事業団
電話　059-384-7000
FAX　059-384-7755
Email　since-97@s-bunka.net

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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第61回「教育・文化週間」関連行事

三重県 鈴鹿市 ① いせひでこさん講演会（仮）
森や自然の大切さについて，理解や関心を深めていただくため，絵
本作家いせひでこさんをお迎えして講演会を行います。

11月9日 鈴鹿市立図書館 鈴鹿市 無料
鈴鹿市立図書館
(059)382-0347

みえ森と緑の県民税市町交
付金事業

三重県 鈴鹿市 ② 職業体験学習
市内の中学校2校から1～3名（予定）の生徒を受け入れ，図書館業
務を通し社会経験と職業観を身に付けてもらいます。

11月5～7日
11月12～14日

鈴鹿市立図書館 鈴鹿市 無料
鈴鹿市立図書館
(059)382-0347

年間を通し，各学校から随時
受け入れを行っており，教育
文化週間中には創徳中学校
及び神戸中学校が実施予定

三重県 鈴鹿市 ②③ 第52回中学校音楽会 市内中学生による音楽会です。 11月8日 鈴鹿市民会館
鈴鹿市教育研究会
鈴鹿市教育委員会

無料 http://www.city.suzuka.lg.jp/
鈴鹿市教育委員会事務局
教育指導課
059-382-9028

三重県 鈴鹿市 ②③ 中学校美術作品展 市内公立中学校の生徒の美術作品を展示します。 11月9日～11日 イオンモール鈴鹿
鈴鹿市教育研究会
鈴鹿市教育委員会

無料 http://www.city.suzuka.lg.jp/
鈴鹿市教育委員会事務局
教育指導課
059-382-9028

三重県 鈴鹿市 ①② チャレンジ１４（職場体験学習）
創徳中学校生徒が，市内の企業及び公共施設において，職場体験
学習をおこないます。

11月5日～8日 市内企業及び公共施設 鈴鹿市立創徳中学校 無料 http://www.city.suzuka.lg.jp/
鈴鹿市教育委員会事務局
教育指導課
059-382-9029

三重県 鈴鹿市 ①② チャレンジ１４（職場体験学習）
神戸中学校生徒が，市内の企業及び公共施設において，職場体験
学習をおこないます。

11月12日～15日 市内企業及び公共施設 鈴鹿市立神戸中学校 無料 http://www.city.suzuka.lg.jp/
鈴鹿市教育委員会事務局
教育指導課
059-382-9030

三重県 鈴鹿市 ①② チャレンジ１４（職場体験学習）
千代崎中学校生徒が，市内の企業及び公共施設において，職場体
験学習をおこないます。

11月12日～15日 市内企業及び公共施設 鈴鹿市立千代崎中学校 無料 http://www.city.suzuka.lg.jp/
鈴鹿市教育委員会事務局
教育指導課
059-382-9031

三重県 鈴鹿市 ②③④
第29回鈴鹿医療科学大学「碧鈴祭」
（大学祭）

本年度のテーマは「一発笑舞」です。各学部学科の発表や部活・
サークルの展示発表を身近に体験できる企画や、模擬店・ゲストＬＩＶ
Ｅ等の学生企画による楽しいイベントを実施予定です。

11月9日～10日
鈴鹿医療科学大学
千代崎キャンパス

鈴鹿医療科学大学 無料
https://www.suzuka-
u.ac.jp/campuslife/hekirei

鈴鹿医療科学大学
学生課
059-383-8991（代表）

三重県 玉城町 ①③ 玉城町民創作・美術・文化展
玉城町在住・玉城町文化協会所属の方の作品を展示します。展示
作品は、書道・絵画・写真・華道・絵手紙・洋裁・俳句・ちぎり絵・プリ
ザーブドフラワー・伊勢型紙・実用書道・水墨画・トールペイント・パッ

11月2～3日 玉城町中央公民館 玉城町教育委員会 無料 0596-58-8212

三重県 玉城町 ③ 文化協会　芸能発表会
文化協会に加入する各サークルが日頃の練習の成果を披露しま
す。

11月3日
玉城町保健福祉会館ふれあ
いホール

玉城町教育委員会 無料 0596-58-8212

三重県 玉城町 ① 第２３回　ふるさと講演会
「戦国武将久能宗能そその子孫～久能家はいかにして田丸城主と
なったか～」をテーマに、静岡大学名誉教授・大和田哲男氏に講演
していただきます。

11月4日
玉城町保健福祉会館ふれあ
いホール

玉城町教育委員会 無料 0596-58-8212

三重県 津市 ① 文学講座

演題　『伊勢平氏ゆかりの地で『平家物語』を読む』　
三重県津市は伊勢平氏発祥の地であるといわれ、平清盛の父・忠
盛が生まれた所とされる『忠盛塚』という史跡が残されています。今
回の連続講座では、伊勢平氏の活躍から始まる壮大な歴史ロマン
『平家物語』の名場面を、解説と朗読、群読する中で味わいたいと思

10月27日
11月3日

津市中央公民館 津市教育委員会
津市教育委員会
生涯学習課
059-229-3248

三重県 津市 ①
2019年度第2回仏教教育研究セン
ター

仏教教育研究センター研究員中川結幾氏による
「お寺を開く時代へ」と題する講話を実施します。

10月23日
真宗高田派本山
専修寺宗務院

高田短期大学 無料
http://www.takada-
jc.ac.jp/campus/bukkyo/kouza.html

059-232-2310

三重県 津市 ③ 第54回高短祭
施設を一般開放し「令和最初の高短祭～輝く新時代の主役は
あなた～」をテーマに大学祭を開催します。

10月19～20日 高田短期大学 高田短期大学 無料 http://www.takada-jc.ac.jp/ 059-232-2310

三重県 津市 ①
教養教育院公開講座2019
「教養教育ウィーク　－Refresh教
養!!－」

3日間にわたって、バラエティとインテリジェンスに富んだ講座を開講
します。

11月11日,13日,15日
三重大学教養教育校舎3号
館

国立大学法人三重大学教養教育院 無料
http://www.ars.mie-u.ac.jp/news-
exp/post-37.html

三重大学教養教育院チーム
059-231-9827
kyoyosomu@ab.mie-u.ac.jp

三重県 津市 ② IT講習会
AutoDesk Fusion 360 を使って3Dモデリングをしてみましょう！作成
した3Dモデルはメイカースペースの3Dプリンタで実体化することがで
きます。

10月23日 三重大学環境・情報科学館 国立大学法人三重大学 無料
http://www.cc.mie-
u.ac.jp/cc/kosyu/index.html#VR_20
19_11

三重大学総合情報処理センター
059-231-9645

三重県 津市 ② IT講習会
メイカースペースに設置してあるVR機器を使ってVR世界を作ってみ
ませんか？ Unityを使用してVRの世界を想像してみましょう。

11月6日 三重大学環境・情報科学館 国立大学法人三重大学 無料
http://www.cc.mie-
u.ac.jp/cc/kosyu/index.html#VR_20
19_11

三重大学総合情報処理センター
059-231-9645

三重県 津市 ①
人文学部公開講座：標準語と方言
－ドイツ語圏スイスの事例から

本講座では、ドイツ語の多様性とスイスの言語状況を手がかりにし
て、標準語と方言について考えます。（入門的）

10月30日 三重大学人文学部 国立大学法人三重大学人文学部 無料
http://www.human.mie-
u.ac.jp/chiiki/kouza/

三重大学人文学部チーム(総務)
TEL　059-231-6991

三重県 津市 ①
人文学部公開講座：台湾の同性婚
とLGBT文学

本講座では、台湾の同性婚事情、LGBT運動とそれを支えてきた文
学作品を照会します。（入門的）

11月14日 三重大学人文学部 国立大学法人三重大学人文学部 無料
http://www.human.mie-
u.ac.jp/chiiki/kouza/

三重大学人文学部チーム(総務)
TEL　059-231-6991

三重県 津市 ①
人文学部公開講座：社会保障制度
について考える

少子高齢化が進む中で、今後の社会保障のあり方が問われていま
す。社会保障の現状、課題の解説とともに、改革の動向についても
触れていきます。（入門的）

11月21日 三重大学人文学部 国立大学法人三重大学人文学部 無料
http://www.human.mie-
u.ac.jp/chiiki/kouza/

三重大学人文学部チーム(総務)
TEL　059-231-6991

三重県 津市 ②③ 第71回三重大学祭

毎年恒例の三重大学祭。三重大学生をはじめとした多くの人が参加
してくれます。各部活・サークルが出す模擬店があり、校内の建物や
ステージではサークルが発表を行っており、時間によってはアーティ
ストライブもあります。他にも見所がたくさんある大きなイベントです。

11月2、3日 三重大学 三重大学大学祭実行委員 http://miegakusai.aikotoba.jp/
三重大学学生支援チーム
059-231-9060

三重県 津市 ①③ 三重大学応援団第24回翠旗仰ぎて
いつも選手を応援する側の応援団が主役になって演舞・演奏を披露
するステージです。「リーダー部」「ブラスバンド部」「チアリーダー部」
が三位一体となり日頃の成果を発表します。

11月16日
三重大学講堂
三翠ホール

三重大学応援団 無料
http://miecheer.fc2-
rentalserver.com/

三重大学学生支援チーム
059-231-9060

三重県 東員町 ③ 第52回　東員町文化祭 作品展、学校作品展、囲碁・将棋大会、大茶会等 10月26日～11月3日 東員町総合文化センター 東員町・東員町教育委員会
一般社団法人東員町文化協会　
0594-76-7711

三重県 鳥羽市 ①
第44回鳥羽市民文化祭
音楽芸能の部

日ごろ音楽芸能の活動を続ける団体が練習の成果を披露します。 10月26日 鳥羽市立鳥羽小学校体育館
鳥羽市、鳥羽市教育委員会
鳥羽市文化協会

無料
鳥羽市教育委員会事務局
生涯学習課
0599-25-1268

三重県 鳥羽市 ①
第44回鳥羽市民文化祭
芸術作品の部

鳥羽市民文化会館の各展示場所で、絵画・書道等の作品を展示し
ます。

１１月2日，3日 鳥羽市民文化会館
鳥羽市、鳥羽市教育委員会
鳥羽市文化協会

無料
鳥羽市教育委員会事務局
生涯学習課
0599-25-1268

三重県 鳥羽市 ① 秋の読書週間
2019読書週間「おかえり、栞の場所で待ってるよ」をテーマに、おす
すめ本の展示やブックトークを開催します。

10月26日～11月10日 鳥羽市立図書館 鳥羽市立図書館 無料
http://library.city.toba.mie.jp/WebO
pac/webopac/inform.do

鳥羽市立図書館
0599-26-4555

三重県 鳥羽市 ③
伊勢志摩サテライト2019年度　海女
学講座Ⅱ

文化財、漁村の景観、観光、祭礼、水産などグローバルな観点を含
め様々な角度から分かりやすく海女の魅力をお伝えします。

10月20日,11月10日
12月8,15日
1月12,26日（全6回）

鳥羽市立海の博物館
映像ホール

国立大学法人三重大学海女研究センター 無料
http://www.mie-
u.ac.jp/topics/events/2019/08/201
9-2.html

鳥羽市立海の博物館
TEL 0599-32-6006
三重大学人文学部チーム（総
務）

三重県 名張市 ①③ 第50回 観阿弥祭
＜観阿弥創座の地 名張＞で、能楽振興と継承に努めるため、市内
の愛好者により、謡曲・仕舞や子ども狂言などを披露する。

11月10日 市観阿弥ふるさと公園 名張市観阿弥顕彰会 無料 syougaigaku@city.nabari.mie.jp
名張市教育委員会 
文化生涯学習室

電話　0595-63-7892

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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三重県 松阪市 ①②③ いいたか文化祭２０１９

飯高管内で活躍しているグループの作品展示、舞台発表、バザー等
や飯高管内小中学生による主張発表を行います。また文化講演会
や盆おどり交流会、他地域との交流で、文化に対する意識を深め、
市民の交流の場となるよう図ります。

10月19・20日
飯高総合開発センター
飯高B＆G海洋センター

飯高文化祭実行委員会 無料
飯高文化祭実行委員会事務局
TEL0598-45-1012

三重県 松阪市 ③ 第60回松阪市美術展覧会
市民から出品された絵画、彫刻・工芸、写真、書道の作品で、審査
の結果、入選・入賞した作品を展示します。

（第1部）9月29日～10月6
日
（第2部）10月20日～27日

松阪市文化財センター 松阪市 無料

松阪市美術展覧会HP
（松阪市HP内）
http://www.city.matsusaka.mie.jp/si
te/culture-info/60siten.html

松阪市産業文化部文化課
0598-53-4397

三重県 松阪市 ③
中部フィルハーモニー交響楽団　松
阪特別演奏会「青島広志先生のお
もしろオーケストラ」

例年開催している中部フィルハーモニー交響楽団の定期演奏会。今
年は前年に引き続き青島広志先生を指揮に迎えて開催する。

11月16日 クラギ文化ホール
松阪市、認定NPO法人中部フィルハーモ
ニー交響楽団

https://www.city.matsusaka.mie.jp/
site/kuragi-hall/tyuubufiru.html

クラギ文化ホール管理事務所　
0598-23-2111

3,300円（大学生以下1,000円）

三重県 松阪市 ③ 第六回松阪市民能
一部に地元会員、二部に能楽師による能・狂言の舞台が演じられ
る。氏郷祭りの前夜祭として開催する。

11月2日
農業屋コミュニティ文化セン
ター

松阪能楽連盟
クラギ文化ホール管理事務所　
0598-23-2111

1,000円

三重県 松阪市 ①③ 深野棚田まつり
松阪市飯南管内で実施される、文化・産業に関する行事です。
日本棚田百選にも認定された深野の棚田で、約4000本の灯籠が夕
暮れとともに点灯し幻想的な夜の風景を作り出します。

10月26日
松阪市飯南町深野だんだん
田周辺

棚田まつり実行委員会 無料
飯南地域振興局地域振興課
0598-32-2511

三重県 松阪市 ①③ 飯南公民館いいこい祭
松阪市飯南管内で実施される、文化に関する行事です。
公民館講座・サークルの舞台発表、作品展示などの催しとなってい

11月10日
松阪市飯南産業文化セン
ター周辺

飯南公民館いいこい祭実行委員会 無料
飯南公民館
0598-32-3950

三重県 松阪市 ①③ いいなん・ふれあい祭り
松阪市飯南管内で実施される、文化・健康・産業に関する行事で
す。深野和紙の紙漉き体験、関連団体の出展や各種体験コーナー
などがあり、一日楽しめる催しとなっています。

11月17日
松阪市飯南産業文化セン
ター周辺

いいなん・ふれあい祭り実行委員会 無料
飯南地域振興局
地域振興課柿野出張所
0598-32-2004

三重県 松阪市 ③
第60回松阪市美術展覧会・はにわ
館開館15周年特別展「松坂を愛した
稀代の画家　曾我蕭白」

松阪市美術展覧会が今年開催から第60回を迎え、また松阪市文化
財センターはにわ館は、開館15周年を迎えました。そこで、この節目
の年に松坂との関係が深く、世界でも高く評価をされている江戸時
代中期の画家、曾我蕭白の市内とその周辺の身近な地域に残る作
品を展示し、松坂との関わりについて紹介します。

10月19日～12月1日
松阪市文化財センター
はにわ館

松阪市
https://www.city.matsusaka.mie.jp/
site/bunkazai-center/

松阪市文化財センター
0598-26-7330

入館料350円(団体280円）、高
校生以下は無料

三重県 松阪市 ③

第70回松阪肉牛共進会開催記念企
画展
「松阪牛」～世界ブランドと呼ばれる
まで～

古くから松阪地域で役牛として飼育されていた和牛が、肉牛として肥
育されるようになり、肥育農家やそれに関わる人々の努力で、日本
のみならず世界から「肉の芸術品」として称賛されるようになった松
阪牛の歴史をたどります。

9月10日～12月8日 松阪市立歴史民俗資料館 松阪市立歴史民俗資料館
http://www.city.matsusaka.mie.jp/si
te/rekisiminzoku/rekimin-
kikakuten.html

松阪市立歴史民俗資料館
0598-23-2381

HPは9月上旬に更新予定

三重県 松阪市 ③ 展示「幕末を生きた武四郎」
幕末を生きた松浦武四郎が、多くの志士たちと交わりながら、自らも
志士として活動した姿を紹介します。

8月27日～11月4日 松浦武四郎記念館 松阪市 https://takeshiro.net
松浦武四郎記念館
0598-56-6847

入館料一般310円、 6～18歳
まで200円、未就学児は無料
（団体割引あり）

三重県 松阪市 ③ 展示「武四郎の古物収集」
松浦武四郎は古物の収集も盛んに行い、『撥雲余興』と題した図録
を出版しました。武四郎の集めた古物や、当時の好古家に影響を与
えた姿を紹介します。

11月6日～1月19日 松浦武四郎記念館 松阪市 https://takeshiro.net
松浦武四郎記念館
0598-56-6847

入館料一般310円、 6～18歳
まで200円、未就学児は無料
（団体割引あり）

三重県 松阪市 ②
出前イベント たけちゃんまつりin小
野江小学校

毎年2月に開催している武四郎まつりの出前イベントとして、松阪市
立小野江小学校を訪問して、武四郎やアイヌ民族の文化に触れ、郷
土の偉人を偲びます。

11月8日 松阪市立小野江小学校 武四郎まつり実行委員会 無料
松浦武四郎記念館
0598-56-6847

三重県 松阪市 ③
武四郎講座 第147回「武四郎はな
ぜ一畳敷を作ったか」

松浦武四郎は晩年に畳一畳の書斎を自宅に作りました。前代未聞
と言われながら、全国から取り寄せた木を用いて一畳の書斎を作っ
た謎に迫ります。

11月10日 松浦武四郎記念館 松阪市 無料 https://takeshiro.net
松浦武四郎記念館
0598-56-6847

三重県 松阪市 ①② みんなの学校づくりフェスタ

〇みんなの活動紹介＆体験コーナー
子どもの安全見守り活動や本の読み聞かせなど、ボランティアによ
る学校支援活動の取組を紹介するとともに、実際に体験できるコー
ナーを設けます。
〇地域とともにある学校づくりを考えるフォーラム　
コミュニティ・スクールの実践発表や「地域とともにある学校づくりの
今とこれから」というテーマでパネルディスカッションを行います。

10月20日 クラギ文化ホール
みんなの学校づくりフェスタ実行委員会 ／ 
松阪市教育委員会

無料
松阪市教育委員会
学校支援課
0598-53-4398

三重県 松阪市 ① 櫛田地区文化祭 一般・公民館趣味クラブ等の展示 11月9日～10日 櫛田公民館 揥水まちづくり協議会 無料
櫛田公民館
0598-28-2675

三重県 松阪市 ① 朝見公民館文化祭 朝見公民館の趣味クラブによる作品展示及び試食提供 11月10日 朝見公民館 朝見公民館 無料
朝見公民館
0598-51-5643

三重県 松阪市 ① 東黒部公民館文化祭 東黒部公民館の趣味クラブ等による作品を展示します。 11月10日 旧東黒部幼稚園遊戯室 東黒部公民館 無料
東黒部公民館
0598-59-0001

三重県 松阪市 ① 幸公民館文化祭
幸公民館で開催している講座で、展示可能なサークル活動の展示・
親子茶道教室による茶会・バルーンアート等

11月11日 幸公民館 幸公民館 無料
幸公民館
0598-23-9549

三重県 松阪市 ①②③ まっさきフェスティバル
松ヶ崎小学校と合同で、松ヶ崎公民館趣味クラブおよび地域住民の
作品を展示します。

11月16日 松ヶ崎小学校
松ヶ崎小学校
松ヶ崎公民館

無料
松ヶ崎公民館
0598-51-5036

三重県 松阪市 ① 文化祭（作品展示）
趣味クラブの作品展示等、一年間取り組んできた練習の成果を発表
します。

11月16日～17日 花岡公民館 花岡公民館 無料
花岡公民館
0598-21-5646

三重県 松阪市 ① 文化祭（芸能発表） 一年間取り組んできた練習の成果を発表します。 11月23日 花岡公民館 花岡公民館 無料
花岡公民館
0598-21-5646

三重県 松阪市 ① 西黒部地区文化祭 西黒部公民館趣味クラブ及び地域の方々が作品を展示します。 11月9日 西黒部公民館 西黒部まちづくり協議会 無料
西黒部公民館
0598-52-0020

三重県 松阪市 ① 漕代地区文化祭 一般・公民館趣味クラブの作品展示等 11月17日 漕代小学校 漕代公民館 無料
漕代公民館
0598-28-2500

三重県 松阪市 ① 松尾地区文化祭 松尾公民館趣味クラブ等による作品展示 11月10日 松尾公民館 松尾まちづくり協議会 無料
松尾公民館
0598-58-2648

三重県 松阪市 ① 中原地区文化祭
作品展示・特別出演・各種即売会・野店等です。
体験コーナーもあり。

11月3日 中原文化センター 中原まちづくり協議会 無料
中原公民館
0598-42-2400

三重県 松阪市 ① 文化祭 小学校、公民館趣味クラブの作品展示等 11月9日 阿坂小学校
阿坂小学校、阿坂まちづくり協議会、阿坂
公民館

無料
阿坂公民館
0598-58-2645

三重県 松阪市 ① 伊勢寺フェスティバル 公民館趣味クラブの作品展示等 11月17日 伊勢寺小学校
伊勢寺幼稚園、伊勢寺小学校、伊勢寺幼
小PTA主催、伊勢寺地区住民協議会、伊
勢寺公民館共催

無料
伊勢寺公民館
0598－58-2647

三重県 松阪市 ①②③ 大江中学校と地域の文化・芸能祭
地域の中学校（大江中学校）と合同開催で、地域の方による作品展
示や歌や踊りの発表を行います。

11月3日 大江中学校
大石公民館
大石地区まちづくり協議会

無料
大石公民館
0598-34-0004

三重県 松阪市 ① 第四地区文化フェスティバル 公民館等サークルの発表会、小中高校生の吹奏楽演奏 10月27日 第四小学校体育館
第四公民館
第四地区住民協議会共催

無料
第四公民館
0598-52-1854

三重県 松阪市 ①②③ 機殿公民館まつり
児童・趣味クラブの作品展示、健康相談、児童発表会、飲食物の販
売

11月17日 機殿小学校 機殿公民館 無料
機殿公民館
0598-59-0351

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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三重県 松阪市 ① 芸能クラブ発表会 第一公民館の芸能クラブによる日頃の練習の成果の発表を行う 10月26日 第一小学校体育館 松阪中央住民協議会 無料
第一公民館
0598-23-4265

三重県 松阪市 ① 地区文化祭
第一公民館の趣味クラブによる作品を展示します。第一小学校文化
祭共催

11月10日 第一小学校教室 松阪中央住民協議会 無料
第一公民館
0598-23-4265

三重県 松阪市 ① 射和公民館文化祭 射和公民館趣味クラブの作品展示や芸能発表会を行います。 10月20日 射和小学校 射和公民館 無料
射和公民館
0598-29-2002

三重県 松阪市 ① なかざと文化祭
自主クラブ・一般・幼稚園・小学生・中学生の作品展示と発表、招待
イベントやカラオケの発表、食品開発チームの販売や育成会の親子
体験教室があります。

11月3日 中郷公民館 中郷まちづくり協議会 無料
中郷公民館
0598-43-2844

三重県 松阪市 ① 豊地地区文化祭
地区民・小学生・幼稚園児等の書道・絵画・手芸等の作品展示及び
地区育成会活動報告の掲示をします。また、地区民・小学生・幼稚
園児のステージ発表や屋外では、物産品等の販売も行います。

11月3日
豊地公民館
豊地小学校体育館

豊地まちづくり協議会 無料
豊地公民館
0598-42-4253

三重県 松阪市 ①③ 中川地区文化祭
一般・保育園・幼稚園・小学校・中学校・サークル生による作品展示・
ステージ発表・お楽しみコーナー・バザー等です。

11月3日 中川コミュニティセンター 中川まちづくり協議会 無料
中川公民館
0598-42-5574

三重県 松阪市 ① 豊田地区文化祭
地区民・小学生・幼稚園児・保育園児・中学生等の書道・絵画・手芸
等の作品展示及び地区育成会活動報告の掲示です。うどんとそば
の販売コーナーや野菜即売コーナーもあります。幼稚園児・中学生

11月3日 豊田公民館 豊田まちづくり協議会 無料
豊田公民館
0598-42-6939

三重県 松阪市 ① 中原地区文化祭
作品展示・特別出演・各種即売会・野店等です。
体験コーナーもあり。

11月3日 中原文化センター 中原まちづくり協議会 無料
中原公民館
0598-42-2400

三重県 松阪市 ① 茅広江ふれあいまつり 講座・趣味クラブ・地域の方々の作品の展示等を行います。 11月24日
茅広江公民館
つばな保育園

茅広江公民館 無料
茅広江公民館
0598-34-1001

三重県 松阪市 ① 徳和公民館文化祭 趣味クラブの芸能発表・作品展示をします。 10月27日 徳和公民館 徳和住民協議会 無料
徳和公民館
0598-20-1100

三重県 松阪市 ①③ ふれあい文化祭
第二隣保館と住民協議会の共催事業で、講座や趣味クラブ、近隣保
育園や地域の方々の作品展示及び健康相談等を行います。

11月9日 第二隣保館
東地区住民協議会
第二隣保館

無料
東公民館
0598-51-5641

三重県 松阪市 ①②③ 天白みんなの秋まつり
小学生の学習発表と地域住民の交流の場として飲食・遊びの屋台
や野菜の即売があります。おもちゃの栞作りの体験や本の読み聞か
せなどがあります。

11月17日 天白小学校 天白まち協学校運営協 無料
天白公民館
0598-56-7920

三重県 松阪市 ① 文化グループ展(前期)
松阪公民館で活動されている文化グループの作品を前期と後期に
分かれて展示します。

10月11日～14日 松阪公民館 松阪公民館 無料
松阪公民館
0598-20-9091

三重県 松阪市 ① 文化グループ展(後期)
松阪公民館で活動されている文化グループの作品を前期と後期に
分かれて展示します。

10月18日～21日 松阪公民館 松阪公民館 無料
松阪公民館
0598-20-9091

三重県 松阪市 ① 小菊の盆栽仕立て教室作品展示会
当館主催講座「小菊の盆栽仕立て教室」の受講生の作品を展示しま
す。

11月8日～12日 松阪公民館 松阪公民館 無料
松阪公民館
0598-20-9091

三重県 松阪市 ③ 市民菊花展 菊の愛好家が丹精を込めて育てた菊を一堂に集め展示します。 11月5日～11日 豪商ポケットパーク 松阪菊友会 無料
松阪公民館
0598-20-9091

三重県 明和町 ③ 趣味の作品展 絵画、写真などの作品を展示する予定です。 10月1日～27日 明和町ふるさと会館 老人クラブ 無料 明和町ふるさと会館

三重県 明和町 ①③ 町民文化祭 展示、催し等13件程度の行事を実施予定です。 11月2日、3日
明和町中央公民館、明和町
ふるさと会館、明和町総合
体育館

明和町教育委員会
明和町中央公民館

明和町中央公民館

三重県 明和町 ① 健康ヨガ講座
ヨガレッスンを通じて、腸の動きを活発にするポーズや自律神経の
バランスを整える呼吸方法等を学びます。

11月7日,14日 明和町中央公民館 明和町中央公民館 無料 明和町中央公民館

三重県 明和町 ①③ 図書館川柳 図書館や本に関するものを中心とした川柳の募集を行う予定です。 11月1日～30日 明和町ふるさと会館 明和町ふるさと会館 無料 明和町ふるさと会館
三重県 明和町 ③ 郷土文化に関する展示（仮称） 歌人・高畠式部に関する資料を展示する予定です。 11月9日～27日 明和町ふるさと会館 個人 無料 明和町ふるさと会館

三重県 明和町 ③
さいくう西脇殿歴史フォーラム
（全5回のうち第3回）

斎宮の復元建物の1つである西脇殿で、斎宮歴史博物館職員による
講座を実施します。

11月2日
さいくう平安の杜
西脇殿

斎宮歴史博物館 無料 斎宮歴史博物館

三重県 明和町 ③
斎宮イブニング講座
（全9回のうち第5回）

斎宮歴史博物館の学芸員が講師となって、歴史学、考古学、古典、
教育に関することを解説・紹介します。

11月8日 斎宮歴史博物館 斎宮歴史博物館 無料 斎宮歴史博物館

三重県 四日市市 ③
第８回全国ファミリー音楽コンクール
inよっかいち

音楽が持つ力で人々を感動させ、共感しあう音楽コンクールを開催
し、四日市の文化力を全国へ発信します。また、音楽を通じて、四日
市から全国へ向け「家族」の「絆」の素晴らしさを発信します。

10月20日 四日市市文化会館
四日市市・全国ファミリー音楽コンクール
実行委員会

無料
全国ファミリー音楽コンクールＨＰ
https://www.city.yokkaichi.mie.jp/m
usic/

全国ファミリー音楽コンクール実
行委員会事務局(四日市市文化
振興課内）
059－354－8239

入場には整理券が必要。

三重県 四日市市 ③ 第８回四日市JAZZ FESTIVAL
市内で繰り広げられるJAZZの祭典です。市内中心部が音楽であふ
れます。

10月26日～27日 四日市市内15か所
公益財団法人四日市市文化まちづくり財
団・四日市JAZZフェスティバル実行委員
会

無料

四日市市文化会館ＨＰ
https://yonbun.com/

四日市JAZZフェスティバルＨＰ
http://yokkaichi-jazz.com/

四日市市文化会館
059－354－4501

三重県 四日市市 ③ ブラック・ダイク・バンド　四日市公演 世界最高峰の英国ブラスバンドによる演奏会です。 11月1日 四日市市文化会館
公益財団法人四日市市文化まちづくり財
団

四日市市文化会館ＨＰ
https://yonbun.com/

四日市市文化会館
059－354－4501

時間：19時開演

三重県 四日市市 ③
ジブリの思い出がいっぱい～オーケ
ストラによるドリームコンサート～

子どもから大人まで誰もが知っているジブリ作品から、心に響く名曲
を歌とオーケストラでお届けします。

11月2日 四日市市文化会館
公益財団法人四日市市文化まちづくり財
団

四日市市文化会館ＨＰ
https://yonbun.com/

四日市市文化会館
059－354－4501

時間：14時開演

三重県 四日市市 ③ 生活文化・趣味の作品展 生け花、盆栽、絵手紙、アートフラワー、写真などを展示します。 11月2日～3日 四日市市文化会館
四日市市・一般社団法人四日市市文化協
会

無料
四日市市文化協会ＨＰ
http://www.yokkaichishibunkakyouk
ai.com/

四日市市文化振興課
059-354-8239
一般社団法人四日市市文化協
会

三重県 四日市市 ③
平成31年度四日市市文化功労者お
よび四日市市民文化奨励賞表彰式

本市の文化振興に寄与し、その功績が顕著な方、あるいは今後の
活躍が期待される方を表彰します。式典中にミニコンサートも実施し
ます。

11月3日 四日市市文化会館 四日市市 無料

四日市市文化振興課
059-354-8239
一般社団法人四日市市文化協
会

三重県 四日市市 ③ 第１８回　四日市短詩型文学祭
短歌・俳句・川柳・現代詩・連句の５部門が一同に会し、小・中学生
の作品を加えた催しです。

11月3日 四日市市文化会館
四日市市・一般社団法人四日市市文化協
会

無料
四日市市文化協会ＨＰ
http://www.yokkaichishibunkakyouk
ai.com/

四日市市文化振興課
059-354-8239
一般社団法人四日市市文化協
会

三重県 四日市市 ③ 日本舞踊まつり ６流派７社中が古典日本舞踊を披露します。 11月4日 四日市市文化会館
四日市市・一般社団法人四日市市文化協
会

四日市市文化協会ＨＰ
http://www.yokkaichishibunkakyouk
ai.com/

四日市市文化振興課
059-354-8239
一般社団法人四日市市文化協
会

三重県 四日市市 ③ こどもとおとなのアートまつり 大人も子どもも楽しめる文化のお祭りイベントを開催します。 11月10日 四日市市三浜文化会館 四日市市
四日市市三浜文化会館ＨＰ
https://www.city.yokkaichi.mie.jp/c
ulture-mihama/

四日市市三浜文化会館
059-348-5380

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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三重県 四日市市 ③ 合唱祭
四日市市内で活動しているたくさんの合唱団が参加し、練習の成果
を発表する会です。

11月10日 四日市市文化会館
四日市市
一般社団法人四日市市文化協会

無料
四日市市文化協会ＨＰ
http://www.yokkaichishibunkakyouk
ai.com/

四日市市文化振興課
059-354-8239
一般社団法人四日市市文化協
会

三重県 四日市市 ③ 総合美術展 書、写真、尾張絵、手書き染め、銅版工芸、俳句などを展示します。 11月22日～24日 四日市市文化会館
四日市市
一般社団法人四日市市文化協会

無料
四日市市文化協会ＨＰ
http://www.yokkaichishibunkakyouk
ai.com/

四日市市文化振興課
059-354-8239
一般社団法人四日市市文化協
会

三重県 四日市市 ③ ネーチャーフォト市民公募展 一般市民からの公募写真100点を展示します。 11月22日～24日 四日市市文化会館
四日市市
一般社団法人四日市市文化協会

無料
四日市市文化協会ＨＰ
http://www.yokkaichishibunkakyouk
ai.com/

四日市市文化振興課
059-354-8239
一般社団法人四日市市文化協
会

三重県 四日市市 ③ オータムコラボレーション
フラダンス、キッズダンス、ラインダンスなど、多種多様なダンスを披
露します。

11月24日 四日市市文化会館
四日市市
一般社団法人四日市市文化協会

四日市市文化協会ＨＰ
http://www.yokkaichishibunkakyouk
ai.com/

四日市市文化振興課
059-354-8239
一般社団法人四日市市文化協
会

三重県 四日市市 ③ なやプラザ市民協働まつり
市内のさまざまな市民活動団体、企業などの社会貢献活動や市民
協働の事例を展示するとともに、なやプラザを利用する生涯学習団
体による発表等を行います。

10月19日 四日市市なやプラザ 四日市市なやプラザ 無料
四日市市なやプラザＨＰ
http://www.npo-naya.jp/

四日市市なやプラザ
059-357-1370

三重県 四日市市 ① ＤＶ防止講演会

ＤＶについての正しい理解の促進のための市民啓発事業として、「女
性に対する暴力をなくす運動」期間に合わせて講演会を開催しま
す。講師自身の被害体験を踏まえて、子どもや親たちをＤＶや虐待
の被害者や加害者にしないための家族のあり方を考える機会とする
ことで、ＤＶ防止に資することを目的とします。

11月14日 四日市市総合会館
四日市市市民文化部
男女共同参画センター

無料
四日市市市民文化部男女共同
参画センター
059-354-8331

定員70名

三重県 四日市市 ① 0歳児親子であそぼう
0歳児とその親が集い、親子遊びを楽しむ中で、子どもへのかかわり
方を学び、親同士の交流を深めます。

10月29日，
11月5日

塩浜子育て支援センター 塩浜子育て支援センター 無料
塩浜子育て支援センター
059-345-7978

三重県 四日市市 ① 3歳児親子であそぼう
３歳児とその親が集い、親子遊びを楽しむ中で、子どもへのかかわ
り方を学び、親同士の交流を深めます。また、保護者自身が自ら企
画し、実践する中で充実感を味わい、子育てが楽しめるように促して

10月31日 塩浜子育て支援センター 塩浜子育て支援センター 無料
塩浜子育て支援センター
059-345-7979

三重県 四日市市 ① 子育て講演会
市内の子育て中の親向けの講演会を実施します。絵本の大切さや
絵本から学ぶことを親向けに講演します。

11月1日 橋北子育て支援センター こども未来課 無料
こども未来課
059-354-8069

三重県 四日市市 ① ２歳児親子であそぼう
２歳児とその親が集い、親子遊びを楽しむ中で、子どもへのかかわ
り方を学び、親同士の交流を深めます。

11月7日 塩浜子育て支援センター 塩浜子育て支援センター 無料
塩浜子育て支援センター
059-345-7978

三重県 四日市市 ① １歳児親子であそぼう
１歳児とその親が集い、親子遊びを楽しむ中で、子どもへのかかわ
り方を学び、親同士の交流を深めます。

11月12日 塩浜子育て支援センター 塩浜子育て支援センター 無料
塩浜子育て支援センター
059-345-7979

三重県 四日市市 ① 絵本であそぼう 親子で絵本とピアノを楽しみます。 11月13日 塩浜子育て支援センター 塩浜子育て支援センター 無料
塩浜子育て支援センター
059-345-7980

三重県 四日市市 ① 絵本の読み聞かせ
スノーホワイト(団体名)による数冊の絵本の読み聞かせを行いま
す。

10月23日 橋北子育て支援　センター こども未来課 無料
橋北子育て支援センター
059-332-4527

三重県 四日市市 ① えてがみ
筆・墨・顔彩を用いて、和紙のはがきに季節の絵を描き、言葉を添え
ることで、子どもたちに日本の文化に触れる機会を提供します。

11月2日 北部児童館図書室 北部児童館 無料
北部児童館
059-364-5444

三重県 四日市市 ① 語りの会
「語りの会どっこしょ」によるおはなし会を行います。絵本を使わず、
覚えた話を諳んじて語るのを聞くため、想像の世界をふくらませるこ
とができます。

11月2日 北部児童館図書室 北部児童館 無料
北部児童館
059-364-5444

三重県 四日市市 ① 2019交通安全こどもフェスタ
楽しみながら交通安全意識を高めてもらうために、交通安全に関す
るイベントブースを設置し、また、会場において、市内小・中学校の
児童・生徒から募集した交通安全に関するポスター・習字の展示を

10月26日
（作品展示は10月12日～
27日）

ララスクエア四日市
四日市市民公園

四日市市、四日市市交通安全協議会 無料
四日市市役所道路管理課
交通安全係
059-354-8154

三重県 四日市市 ③
シンポジウム　「郷土の文化遺産　
文化財のちから～みんなでまもり、
みんなでつなぐ～」

ユネスコ無形文化遺産に登録された「鳥出神社の鯨船行事」など市
内に多く所在する貴重な文化財を保存・活用していく取組みについ
て議論します。

10月12日 四日市商工会議所
四日市市教育委員会
社会教育・文化財課

無料
鳥出神社の鯨船行事ＨＰ
https://www.city.yokkaichi.mie.jp/k
youiku/kujirabune/

四日市市教育委員会
社会教育・文化財課
059-354-8238

三重 四日市市 ③ 新!!四郷ふるさとの道ウォーキング
市指定文化財「旧四日市市役所四郷出張所（四郷村役場）」を中心
とした地域の歴史を巡るウォーキングを開催します。

10月27日 市内四郷地区
四日市市教育委員会
社会教育・文化財課

無料
四日市市文化財HP
https://www.city.yokkaichi.lg.jp/ww
w/contents/1564984726463/

四日市市教育委員会
社会教育・文化財課
059-354-8238

三重県 四日市市 ③ 久留倍遺跡まつり
国指定史跡「久留倍官衙遺跡」周辺史跡のウォーキングと講演会を
開催します。

11月17日
くるべ古代歴史館
あさけプラザ

四日市市教育委員会
社会教育・文化財課

無料
久留倍官衙遺跡HP
https://www.city.yokkaichi.mie.jp/k
youiku/kurube/

四日市市教育委員会
社会教育・文化財課
059-354-8240

三重県 四日市市 ③ 久留倍官衙遺跡出土品展示
国指定史跡「久留倍官衙遺跡」を中心に、古代朝明郡衙に関わる遺
跡の出土品を展示します。

10月1日～11月29日 あさけプラザ
四日市市教育委員会
社会教育・文化財課

無料
久留倍官衙遺跡HP
https://www.city.yokkaichi.mie.jp/k
youiku/kurube/

四日市市教育委員会
社会教育・文化財課
059-354-8240

三重県 四日市市 ③
古代朝明郡の神と仏～船木氏とそ
の信仰～

古代の朝明郡の郡司として深い関わりがあった船木氏と、そのゆか
りの神像・仏像について紹介します。

10月30日～12月15日 くるべ古代歴史館
四日市市教育委員会
社会教育・文化財課

無料
久留倍官衙遺跡HP
https://www.city.yokkaichi.mie.jp/k
youiku/kurube/

くるべ古代歴史館
059-365-2277

三重県 四日市市 ① 手づくり絵本講座作品展
図書館で夏休みに小学生を対象として開催した手づくり絵本講座
で、参加者が作成した手づくり絵本を展示します。

10月23日～11月3日 四日市市立図書館 四日市市立図書館 無料
四日市市立図書館ＨＰ
http://www.yokkaichi-lib.jp/

四日市市立図書館
059-352-5108

三重県 四日市市 ①③
文化講演会「伊藤桂一の詩情と連
詩の愉しさ」

四日市出身の直木賞作家伊藤桂一さんの文学について、愛知淑徳
大学講師の北川朱実さんに講演いただきます。

10月26日 四日市市立図書館 四日市・伊藤桂一顕彰委員会 無料
四日市市立図書館ＨＰ
http://www.yokkaichi-lib.jp/

四日市市立図書館
059-352-5108

三重県 四日市市 ①
特別展「ウィリアム・モリス　英国の
風景とともにめぐるデザインの軌跡」

19世紀の英国を代表する芸術家ウィリアム・モリスの生涯とデザイン
の軌跡を、彼が影響を受けた英国の風景とともに辿る展覧会です。

9月14日～10月27日
四日市市立博物館
プラネタリウム

四日市市立博物館
四日市市立博物館ＨＰ
https://www.city.yokkaichi.mie.jp/m
useum/museum.html

四日市市立博物館
059-355-2700

三重県 四日市市 ①
いちにの散策よっかいち「智積養水
とその周辺」

まちなかでちいさな発見！散歩のようなフィールドワーク。四日市市
の西部、名水百選に選ばれた智積養水とその周辺の歴史遺産を散
策します。

10月26日 四日市市桜地区 四日市市立博物館
四日市市立博物館ＨＰ
https://www.city.yokkaichi.mie.jp/m
useum/museum.html

四日市市立博物館
059-355-2700

10日前までに申し込み定員10
人

三重県 四日市市 ① 時空街道ツアー
体感型常設展を博物館ボランティアが案内。まちの発展とくらしの変
化を感じるツアーです。

11月4日
四日市市立博物館
プラネタリウム

四日市市立博物館 無料
四日市市立博物館ＨＰ
https://www.city.yokkaichi.mie.jp/m
useum/museum.html

四日市市立博物館
059-355-2700

10日前までに申し込み定員10
人程

三重県 四日市市 ①
ミュージアムセミナー「黒田清輝　明
治人の使命としたこと」

気鋭の研究者によるセミナー。今年のテーマ「絵画史を彩る作家と
名品」の最終回。近代日本の洋画界の牽引者、黒田清輝を採り上げ
ます。

11月9日
四日市市立博物館
プラネタリウム

四日市市立博物館 無料
四日市市立博物館ＨＰ
https://www.city.yokkaichi.mie.jp/m
useum/museum.html

四日市市立博物館
059-355-2700

当日先着順
定員50人

三重県 四日市市 ①
大人の学びなお史４「古代の土地制
度～公地公民から荘園公領制」

昔習った歴史は古くなっているかもしれません。現在の教科書に書
かれている内容を解説。今回は古代の土地制度の変遷を辿ります。

11月10日
四日市市立博物館
プラネタリウム

四日市市立博物館
四日市市立博物館ＨＰ
https://www.city.yokkaichi.mie.jp/m
useum/museum.html

四日市市立博物館
059-355-2700

10日前までに申し込み
定員30人

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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三重県 四日市市 ①
丹羽文雄原作映画上映会「人間模
様」

四日市市出身の文化勲章受章作家、丹羽文雄の原作映画の上映
会です。

11月16日
四日市市立博物館
プラネタリウム

四日市市立博物館 無料
四日市市立博物館ＨＰ
https://www.city.yokkaichi.mie.jp/m
useum/museum.html

四日市市立博物館
059-355-2700

当日先着順
定員50人

三重県 四日市市 ①
プラネタリウム一般番組
「アースシンフォニー」

地球を包む大気が起こす美しい現象を体感しながら、いのちの惑星
「地球」を見つめます。

9月10日～12月15日
四日市市立博物館
プラネタリウム

四日市市立博物館
四日市市立博物館ＨＰ
https://www.city.yokkaichi.mie.jp/m
useum/museum.html

四日市市立博物館
059-355-2700

三重県 四日市市 ①
プラネタリウムファミリー番組
「ムーミン谷のオーロラ」

ムーミンが冬眠から目覚めると、まだムーミン谷は深い雪の中。春を
呼び戻すことはできるのでしょうか？

9月14日～12月15日
四日市市立博物館
プラネタリウム

四日市市立博物館
四日市市立博物館ＨＰ
https://www.city.yokkaichi.mie.jp/m
useum/museum.html

四日市市立博物館
059-355-2700

三重県 四日市市 ①
プラネタリウム星空番組
「１２の星ものがたり・秋」

今夜の星空を紹介し、誕生日の星空物語の世界にご招待。あなた
の誕生日の星空が見られるかもしれません。

9月10日～12月15日
四日市市立博物館
プラネタリウム

四日市市立博物館
四日市市立博物館ＨＰ
https://www.city.yokkaichi.mie.jp/m
useum/museum.html

四日市市立博物館
059-355-2700

三重県 四日市市 ①
プラネタリウム夜間特別番組
「銀河鉄道の夜」

宮沢賢治の描いた幻想的な世界を再現します。あなたも銀河鉄道に
乗ってみませんか。

9月21日～12月14日
四日市市立博物館
プラネタリウム

四日市市立博物館
四日市市立博物館ＨＰ
https://www.city.yokkaichi.mie.jp/m
useum/museum.html

四日市市立博物館
059-355-2700

三重県 四日市市 ①
観望会　土星と「銀河鉄道の夜」の
星

宮沢賢治の「銀河鉄道の夜」に登場する星や星座を、天体望遠鏡で
観察します。

10月26日
四日市市立博物館
プラネタリウム

四日市市立博物館　屋上 無料
四日市市立博物館ＨＰ
https://www.city.yokkaichi.mie.jp/m
useum/museum.html

四日市市立博物館
059-355-2700

三重県 四日市市 ① プラネタリウム無料開放日 プラネタリウム番組の全ての回を無料で観覧していただけます。 11月3日
四日市市立博物館
プラネタリウム

四日市市立博物館 無料
四日市市立博物館ＨＰ
https://www.city.yokkaichi.mie.jp/m
useum/museum.html

四日市市立博物館
059-355-2700

各回140人限定

三重県 度会町 ③ 度会町民文化祭
作品展や芸能発表会を中心に度会町における文化活動の集大成と
して開催

11月2日～3日 度会町中央公民館　他 度会町民実行委員会 無料 度会町教育委員会事務局

三重県 度会町 ① 度会町文化人権講演会 著名な講師の講演を通して、人権啓発を図る 11月18日 度会町役場 度会町人権推進協議会 無料 度会町教育委員会事務局

三重県 県内全域 ②
「みえの学力向上県民運動｣に係る
生活習慣・読書習慣チェックシート
（令和元年度第2回）

子どもたちの生活習慣・学習習慣・読書習慣を確立するために、県
PTA連合会と連携し、生活習慣・読書習慣チェックシートの県内一斉
の集中取組を年2回、春と秋の読書週間に合わせて実施します。

10月20日～11月9日のうち
の1週間

三重県教育委員会事務局
学力向上推進ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾁｰﾑ

無料
http://www.mie-
c.ed.jp/kenminundou/

TEL 　059-224-2931
FAX 　059-224-3023

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料


